
第55回近畿高等学校自転車競技大会 兼 平成30年度全国高校総体近畿ブロック予選

入賞者一覧 Comm51

備考

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8

選手名 学年 四宮　寛人 2年 佐藤　大心 2年 長谷川大悟 2年 大谷　玄真 2年 井上　和也 3年 林田　　歩 2年 加藤　文生 3年 溝畑　颯史 1年

学校名 府県名 北桑田 京都 城東工科 大阪 興國 大阪 榛生昇陽 奈良 奈良北 奈良 飾磨工 兵庫 大阪偕星 大阪 和歌山北 和歌山

選手名 学年 松山　福人 3年 近藤　　光 3年 中西壮二郎 2年 谷　　彰太 3年 原田　伽以 3年 大西　拓海 3年 池田　康輔 3年 岩﨑　悠翔 2年

学校名 府県名 北桑田 京都 奈良北 奈良 榛生昇陽 奈良 和歌山北 和歌山 神崎 兵庫 飾磨工 兵庫 三田 兵庫 城東工科 大阪

選手名 学年 原田　翔真 3年 松浦　夏空 3年 田丸　拓也 3年 髙木　遥哉 3年 髙原　令伍 2年 奥地　龍人 3年 金井　和輝 3年 富田　莉央 3年

学校名 府県名 泉大津 大阪 飾磨工多部 兵庫 奈良北 奈良 三田 兵庫 榛生昇陽 奈良 北桑田 京都 龍谷大平安 京都 鴨沂 京都

選手名 学年 辻中　拓摩 3年 川村　峻輝 2年 津石　康平 2年 小江虎之介 3年 福原　名月 2年 田中　裕也 3年 光田　竣輔 3年 山本　秀太 3年

学校名 府県名 三田 兵庫 北桑田 京都 奈良北 奈良 城東工科 大阪 向陽 京都 市立堺 大阪 興國 大阪 和歌山北 和歌山

選手名 学年 中嶋　大稀 3年 小池　陽斗 2年 石塚慶一郎 2年 長谷川雄大 3年 田中　　肇 3年 東　　優仁 2年 常次　勇人 2年 髙木　絢匡 3年

学校名 府県名 奈良北 奈良 北桑田 京都 和歌山北 和歌山 榛生昇陽 奈良 三田 兵庫 興國 大阪 市立堺 大阪 鴨沂 京都

選手名 学年 大新　悠真 2年 嶋岡　達貴 3年 多田　雄飛 3年 弥村　皆斗 3年 影山　　怜 2年 橋本　修平 3年

学校名 府県名 茨木工科 大阪 榛生昇陽 奈良 神崎 兵庫 花園 京都 市立伊丹 兵庫 自由ヶ丘 兵庫

選手名 学年 馬越　裕之 3年 仮屋　和駿 3年 天野　壮悠 2年 髙野　和希 2年 大原　　陸 3年 秋末　　蓮 3年 吉田　圭吾 2年 髙倉廉太郎 3年

学校名 府県名 榛生昇陽 奈良 和歌山北 和歌山 千里 大阪 奈良北 奈良 城東工科 大阪 飾磨工 兵庫 向陽 京都 北桑田 京都

学校名 府県名 城東工科 大阪 飾磨工 兵庫 茨木工科 大阪 北稜 京都 市立堺 大阪 自由ヶ丘 兵庫 飾磨工多部 兵庫 紀北工 和歌山

大原　　陸 3年 秋末　　蓮 3年 大新　悠真 2年 内潟　飛鳥 3年 田中　裕也 3年 尾﨑　龍一 3年 上田　真生 3年 小森　大志 3年

小江虎之介 3年 小寺澤　克 2年 井上裕太郎 2年 小谷　直生 2年 常次　勇人 2年 橋本　修平 3年 松浦　夏空 3年 尾上　　巧 1年

佐藤　大心 2年 林田　　歩 2年 伊藤　雄祐 2年 平田　空真 2年 高田　公幸 2年 野村英太郎 2年 原田　龍治 3年 中谷　瞭伽 1年

学校名 府県名 北桑田 京都 和歌山北 和歌山 奈良北 奈良 神崎 兵庫 榛生昇陽 奈良 向陽 京都 三田 兵庫 興國 大阪

四宮　寛人 2年 仮屋　和駿 3年 近藤　　光 3年 原田　伽以 3年 馬越　裕之 3年 金田　将英 2年 辻中　拓摩 3年 坂本　篤哉 3年

谷内　健太 3年 谷　　彰太 3年 中嶋　大稀 3年 小林　聖哉 3年 長谷川雄大 3年 福原　名月 2年 池田　康輔 3年 長谷川大悟 2年

小池　陽斗 2年 山本　秀太 3年 髙野　和希 2年 多田　雄飛 3年 嶋岡　達貴 3年 見瀬　矩慧 2年 田中　　肇 3年 小野　孝弘 2年

松山　福人 3年 石塚慶一郎 2年 津石　康平 2年 谷口　海斗 2年 中西壮二郎 2年 吉田　圭吾 2年 深見　克樹 3年 福島　大吉 2年

学校名 府県名 北桑田 京都 奈良北 奈良 榛生昇陽 奈良 和歌山北 和歌山 城東工科 大阪 三田 兵庫 飾磨工 兵庫 茨木工科 大阪

監督名 得点 市野　育人 48点 平林　高久 45点 大和　剛士 41点 上野　　孝 30点 竹林　佑馬 29点 大西　周太 23点 安原　正晃 19点 堀田　隆志 17点

学校名 府県名 榛生昇陽 奈良 北桑田 京都 奈良北 奈良 和歌山北 和歌山 城東工科 大阪 三田 兵庫 神崎 兵庫 飾磨工 兵庫

監督名 得点 大和　剛士 72点 市野　育人 58点 平林　高久 49.5点 上野　　孝 49点 竹林　佑馬 29点 大西　周太 23点 菅生　智文 23点 安原　正晃 19点

３ＫＭインディ
ヴィデュアル・
パーシュート

記録 3分36秒564 3分39秒387 3分43秒715 3分41秒631 3分43秒723

1分10秒484 1分11秒445記録

１ＫＭタイム・
トライアル

1-4位は順位決定
戦、5位以下は予
選の記録

予選は6km、決勝
は8kmで実施

スクラッチ

４ＫＭ速度競走

1-6位は決勝、7-8
位は7-12位決定戦
で実施

12秒271 12秒046 12秒026 12秒423 12秒499

ケイリン

10名で決勝を実施
したが、DNF、失
格のため入賞は6
位まで記録 5分01秒990 -- -- -- -- --

スプリント 記録は予選の記録

記録 11秒799 11秒821

ポイント・レー
ス

24kmで実施

記録 45点 28点 17点 14点 13点 12点 8点

4分35秒242 4分39秒802 4分40秒054 4分43秒788 4分51秒004 4分58秒689

1分28秒866 1分31秒3671分25秒658 1分26秒667 1分27秒631 1分27秒641 1分27秒933

学校対抗総合

第１位 第２位 第３位 第４位 第５位 第６位 第７位 第８位

5分14秒0264分33秒382

5点

1分22秒813

3分58秒809 4分02秒289 4分09秒422

1分11秒487 1分11秒610 1分11秒890 1分13秒642

12秒189

1分15秒024 1分17秒369

男子

学年選手名

学校対抗
トラック総合

学年選手名

４ＫＭチーム・
パーシュート

記録

チーム・スプリ
ント

記録



選手名 学年 布居　　光 3年 今西　瑠花 1年 長谷川凪沙 2年

学校名 府県名 和歌山北 和歌山 榛生昇陽 奈良 城東工科 大阪

選手名 学年 今西　瑠花 1年 布居　　光 3年 石田　　唯 1年

学校名 府県名 榛生昇陽 奈良 和歌山北 和歌山 北桑田 京都

選手名 学年 石田　　唯 1年 今西　瑠花 1年 金井　綺星 2年

学校名 府県名 北桑田 京都 榛生昇陽 奈良 榛生昇陽 奈良

記録 37秒792 40秒514 40秒850

第１位 第２位 第３位 備考

1位の布居選手の記録は
大会新記録

女子

３ＫＭインディ
ヴィデュアル・
パーシュート

記録 2分46秒922 2分42秒158 2分48秒357

個人タイム・ト
ライアル・ロー
ド・レース

記録 6分12秒960 6分19秒870 6分29秒280

５００Ｍタイ
ム・トライアル


