
第56回近畿高等学校自転車競技大会 兼 令和元年度全国高校総体近畿ブロック予選 Comm 19

男子スプリント　【1/8決勝】

各組勝者は1/4決勝へ、敗者は敗者復活戦へ

組 BN 学年 学校名 府県名 順位 備考

60 横野　　甫 ﾖｺﾉ ﾊｼﾞﾒ 2年 初芝富田林 大阪 11 秒 684 61.62 km/h 1

70 永富　颯紀 ﾅｶﾞﾄﾐ ｻﾂｷ 3年 市立伊丹 兵庫 秒 -- 2

12 橋本歩久玄 ﾊｼﾓﾄ ﾎｸｹﾞﾝ 2年 北桑田 京都 11 秒 761 61.22 km/h 1

96 大谷　玄真 ----- -- 榛生昇陽 奈良 秒 -- 2

64 宮本　幸輝 ﾐﾔﾓﾄ ｺｳｷ 2年 神崎 兵庫 12 秒 640 56.96 km/h 1

81 白井　一生 ｼﾗｲ ｲｯｾｲ 2年 神戸弘陵 兵庫 秒 -- 2

58 高水　健人 ﾀｶﾐｽﾞ ｹﾝﾄ 3年 大阪産大附 大阪 秒 -- 2

103 吉田　空翔 ﾖｼﾀﾞ ｸｳﾄ 3年 奈良北 奈良 11 秒 799 61.02 km/h 1

50 春木　佑也 ﾊﾙｷ ﾕｳﾔ 2年 市立堺 大阪 秒 -- 2

88 和田　祥吾 ﾜﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 2年 飾磨工多部 兵庫 11 秒 758 61.23 km/h 1

36 坂井　　翔 ｻｶｲ ｶｹﾙ 3年 興國 大阪 秒 -- 1

54 小谷　龍也 ｺﾀﾆ ﾀﾂﾔ 2年 城東工科 大阪 12 秒 370 58.21 km/h 2

54小谷選手、競技規則66条の12により降格とする

RESULT(RANKING) - SPRINT / Men / 1/8 Final
順位 BN 学年 学校名 府県名

【１組】

1 60 横野　　甫 ﾖｺﾉ ﾊｼﾞﾒ 2年 初芝富田林 大阪 61.62 km/h

2 70 永富　颯紀 ﾅｶﾞﾄﾐ ｻﾂｷ 3年 市立伊丹 兵庫 --

【２組】

1 12 橋本歩久玄 ﾊｼﾓﾄ ﾎｸｹﾞﾝ 2年 北桑田 京都 61.22 km/h

2 96 大谷　玄真 ----- -- 榛生昇陽 奈良 --

【３組】

1 64 宮本　幸輝 ﾐﾔﾓﾄ ｺｳｷ 2年 神崎 兵庫 56.96 km/h

2 81 白井　一生 ｼﾗｲ ｲｯｾｲ 2年 神戸弘陵 兵庫 --

【４組】

1 103 吉田　空翔 ﾖｼﾀﾞ ｸｳﾄ 3年 奈良北 奈良 61.02 km/h

2 58 高水　健人 ﾀｶﾐｽﾞ ｹﾝﾄ 3年 大阪産大附 大阪 --

【５組】

1 88 和田　祥吾 ﾜﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 2年 飾磨工多部 兵庫 61.23 km/h

2 50 春木　佑也 ﾊﾙｷ ﾕｳﾔ 2年 市立堺 大阪 --

【６組】

1 36 坂井　　翔 ｻｶｲ ｶｹﾙ 3年 興國 大阪 --

2 54 小谷　龍也 ｺﾀﾆ ﾀﾂﾔ 2年 城東工科 大阪 58.21 km/h

54小谷選手、競技規則66条の12により降格とする

Result

選手名 記録 平均時速

1

2

06

平均時速 備考

11秒684 1/4決勝へ

-- 敗者復活戦へ

3

4

5

6

選手名 記録

-- 敗者復活戦へ

11秒799 1/4決勝へ

-- 敗者復活戦へ

11秒761 1/4決勝へ

-- 敗者復活戦へ

12秒640 1/4決勝へ

12秒370 敗者復活戦へ

11秒758 1/4決勝へ

-- 敗者復活戦へ

-- 1/4決勝へ


