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23 男子ケイリン　【7-12位決定戦】

区分 BN 学年 学校名 府県名 順位 備考

1(白) 105 中森　匠海 ﾅｶﾓﾘ ﾀｸﾐ 2年 奈良北 奈良 12 秒 412 58.01 km/h 1

2(黒) 42 井上裕太郎 ｲﾉｳｴ ﾕｳﾀﾛｳ 3年 茨木工科 大阪 秒 -- 2

3(赤) 61 川上　翔海 ｶﾜｶﾐ ｼｮｳﾏ 2年 大阪偕星 大阪 秒 -- 6

4(青) 110 松本　昂汰 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾀ 1年 紀北工 和歌山 秒 -- 3

5(黄) 95 尾前　翔曳 ｵﾏｴ ｼｮｳｴｲ 3年 榛生昇陽 奈良 秒 -- 4

6(白黒) 13 金田　将英 ｶﾈﾀﾞ ｼｮｳｴｲ 3年 向陽 京都 秒 -- 5

23 男子ケイリン　【決勝】

区分 BN 学年 学校名 府県名 順位 備考

1(白) 7 川村　峻輝 ｶﾜﾑﾗ ｼｭﾝｷ 3年 北桑田 京都 11 秒 595 62.10 km/h 1

2(黒) 48 常次　勇人 ﾂﾈﾂｸﾞ ﾊﾔﾄ 3年 市立堺 大阪 秒 -- 4

3(赤) 34 藤本　大吉 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀﾞｲｷﾁ 3年 興國 大阪 秒 -- 3

4(青) 52 佐藤　大心 ｻﾄｳ ﾀｲｼﾝ 3年 城東工科 大阪 秒 -- 2

5(黄) 2 丸毛　立喜 ﾏﾙﾓ ﾘｯｷ 3年 瀬田工 滋賀 秒 -- 6

6(白黒) 86 林田　　歩 ﾊﾔｼﾀ ｱﾕﾑ 3年 飾磨工 兵庫 秒 -- 5

RESULT(RANKING) - KEIRIN / Men / Final

順位 区分 BN 選手名 学年 学校名 府県名

1 1(白) 7 川村　峻輝 ｶﾜﾑﾗ ｼｭﾝｷ 3年 北桑田 京都 62.10 km/h

2 4(青) 52 佐藤　大心 ｻﾄｳ ﾀｲｼﾝ 3年 城東工科 大阪 --

3 3(赤) 34 藤本　大吉 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀﾞｲｷﾁ 3年 興國 大阪 --

4 2(黒) 48 常次　勇人 ﾂﾈﾂｸﾞ ﾊﾔﾄ 3年 市立堺 大阪 --

5 6(白黒) 86 林田　　歩 ﾊﾔｼﾀ ｱﾕﾑ 3年 飾磨工 兵庫 --

6 5(黄) 2 丸毛　立喜 ﾏﾙﾓ ﾘｯｷ 3年 瀬田工 滋賀 --

RESULT(RANKING) - KEIRIN / Men / 7th-12th  Places

順位 区分 BN 選手名 学年 学校名 府県名

7 1(白) 105 中森　匠海 ﾅｶﾓﾘ ﾀｸﾐ 2年 奈良北 奈良 58.01 km/h

8 2(黒) 42 井上裕太郎 ｲﾉｳｴ ﾕｳﾀﾛｳ 3年 茨木工科 大阪 --

9 4(青) 110 松本　昂汰 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾀ 1年 紀北工 和歌山 --

10 5(黄) 95 尾前　翔曳 ｵﾏｴ ｼｮｳｴｲ 3年 榛生昇陽 奈良 --

11 6(白黒) 13 金田　将英 ｶﾈﾀﾞ ｼｮｳｴｲ 3年 向陽 京都 --

12 3(赤) 61 川上　翔海 ｶﾜｶﾐ ｼｮｳﾏ 2年 大阪偕星 大阪 ----
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