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第４５回近畿高等 学校自転車競技大会[トラックの部 ] 

主催:近畿高等学校体育連盟 奈良県教育委員会 
主管 :近畿高等学校体育連盟自転車競技専門部 奈良県高等学校体育連盟 

期日:平成20(2008 )年06月13-15日 会場:奈良県営奈良競輪場(333.33m) 
■１ｋｍ タイム・トライアル  
順位  選手名 府県名  学校名 学年 タイム  

1  池野 健太 兵庫  三田学園 2年 1分11秒310 
2  宮野  海 京都  北桑田 2年 1分11秒572 
3  中井 俊亮 奈良  榛生昇陽 1年 1分12秒175 
4  和田  力 和歌山  和歌山北 2年 1分12秒251 
5  井田 有人 和歌山  紀北工 1年 1分15秒337 
6  大倉 勇夢 大阪  茨木工 1年 1分16秒715 
7  早川 雄貴 兵庫  日生第三 1年 1分17秒867 
8  堀田 祥広 滋賀  瀬田工 2年 1分17秒878 

■スプリント 
順位 選手名  府県名 学校名 学年 タイム  

1 北村 彰也 和歌山 和歌山北 1年 11秒905 
2 藤井 栄二 兵庫 県立西宮 3年 11秒364 
3 西沢 倭義 京都 北桑田 2年 12秒295 
4 園田 浩士 大阪 茨木工 2年 12秒385 
5 足立 啓輔 兵庫 三田学園 3年 12秒636 
6 小西 幸太 大阪 興國 3年 12秒992 
7 竹内 達也 滋賀 瀬田工 2年 12秒520 
8 岩指 翔大 奈良 奈良北 1年 12秒925 

※タイムは予選タイム  

■３ｋｍインディヴィデュアル・パーシュート  
順位 選手名  府県名 学校名 学年 タイム  

1  大中 巧基 京都 北桑田 2年 3分42秒57 
2  西尾 駿希 兵庫 日生第三 3年 3分46秒84 
3  風神 有吾 和歌山 和歌山北 3年 3分47秒86 
4  高橋 洋祐 和歌山 紀北工 2年 3分56秒14 
5  谷  尚樹 奈良 榛生昇陽 2年 3分57秒05 
6  豊田 雄作 奈良 奈良北 2年 3分59秒77 
7  濱野 大介 大阪 大産大附属  3年 4分03秒46 
8  濱口 智貴 兵庫 三田学園 2年 4分10秒30 

※タイムは1-2位は決勝、3-4位は3-4位決定戦、5 -8位は予選タイム 

■２４ｋｍポイント・レース  
順位 選手名 府県名 学校名 学年 得点 
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1 安原 大貴  奈良 榛生昇陽 2年 45 
2 平野 大治  和歌山 紀北工 3年 37 
3 山本 元喜  奈良 奈良北 2年 27 
4 梅原 快斗  京都 北桑田 2年 12 
5 木村 圭佑  滋賀 瀬田工 2年 11 
6 熊城 宏都  和歌山 和歌山北 3年 11 
7 稲垣 丈志  大阪 城東工 3年 5 
8 能登 泰地  兵庫 兵庫工 2年 1 

■ケイリン 
順位 選手名  府県名 学校名  学年  タイム  

1 野口 正則 奈良 榛生昇陽  3年  11秒92 
2 浜地 一徳 京都 北桑田  2年  - 
3 猪鼻 拓哉 和歌山 和歌山北  2年  - 
4 田村 嶺二 大阪 城東工  3年  - 
5 藤岡  宣 奈良 奈良北  2年  - 
6 北  裕介 兵庫 三田学園 2年  - 
7 河村 大輔 兵庫 神崎  3年  - 
8 秋山 彰吾 兵庫 兵庫工  2年  - 

■４ｋｍ速度競走  
順位 選手名  府県名 学校名 学年 タイム  

1 元砂 勇雪 奈良 榛生昇陽  2年 4分58秒98 
2 窓場千加頼 京都 向陽  2年 - 
3 長光 亮平 兵庫 三田学園 3年 - 
4 大浦 綱輝 和歌山 和歌山北  3年 5分02秒73 
5 河原林 毅 京都 北桑田  3年 5分03秒05 
6 古谷 勇輝 大阪 城東工  2年 5分03秒37 
7 小松 聖義 兵庫 日生第三  3年 5分03秒87 
8 増田 豊行 京都 平安高校  3年 - 

■スクラッチレース  
順位 選手名 府県名 学校名 学年 

1 山本 慎一 奈良  榛生昇陽 2年 
2 畑段 嵐士  京都  北桑田 3年 
3 中西 重智  滋賀  瀬田工 3年 
4 谷口 晃聖  和歌山  和歌山北 3年 
5 高橋  豊 兵庫  兵庫工 2年 
6 大平 将汰 奈良  奈良北 2年 
7 清水 孝将 兵庫  日生第三 2年 
8 美濃部太貴 京都  花園 3年 

■チーム・スプリント 
順位 府県名 学校名 タイム  

1 兵庫 三田学園 1分08秒64  
2 兵庫 日生第三 1分09秒70  
3 和歌山 紀北工 1分11秒38  
4 兵庫 兵庫工 1分11秒62  
5 大阪 茨木工 1分12秒94  
6 京都 向陽 1分14秒99  
7 大阪 興國 - 

■チーム・パーシュート  
順位  府県名 学校名 タイム    

1 奈良  榛生昇陽  4分33秒31 大会新記録 
2 京都  北桑田  4分40秒67 
3 和歌山  和歌山北  4分41秒89 
4 大阪  城東工  4分53秒40 
5 奈良  奈良北  4分57秒56 
6 大阪  大産大附属 5分08秒78 
7 兵庫  神崎  5分19秒74 

■学校対抗 (トラック総合)  
順位 府県名  学校名 得点 監督名 

1 奈良  榛生昇陽 56 徳地 末広 
2 京都  北桑田 53 田中 良泰  
3 和歌山  和歌山北 45 上野  孝 
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4 兵庫  三田学園 33 板橋 秀彦 
5 和歌山  紀北工 22 中津  徹 
6 兵庫  日生第三 21 小山 健治  
7 奈良  奈良北 21 三好 泰彰  
8 大阪  城東工 15 是永  一 

■学校対抗 (総合 ) 
順位 府県名  学校名 得点 監督名 

1 和歌山  和歌山北 73 上野  孝 
2 京都  北桑田 71 田中 良泰  
3 奈良  榛生昇陽 60 徳地 末広 
4 兵庫  三田学園 36 板橋 秀彦 
5 奈良  奈良北 30 三好 泰彰  
6 大阪  城東工 26 是永  一 
7 和歌山  紀北工 22.5 中津  徹 
8 兵庫  日生第三 21 小山 健治  

■新人 の部 １ｋｍ タイム・トライアル  
順位 選手名 府県名 学校名  学年 タイム  

1 徳田 鍛造 京都 北桑田  1年 1分14秒426 
2 中武三四郎 大阪 城東工  1年 1分16秒485 
3 二神 匡隆 和歌山 和歌山北  1年 1分16秒707 
4 中村雄太郎 和歌山 和歌山北  1年 1分17秒651 
5 山森 真将 京都 北桑田  1年 1分17秒939 
6 河野 一誠 大阪 大産大附属 1年 1分20秒090 
7 西本 隆志 京都 平安高校  1年 1分20秒933 
8 鈴木 貴広 大阪 此花学院 1年 1分22秒979 

■新人の部 ２００ｍ タイム・トライアル [フライングスタート ] 
順位 選手名 府県名 学校名 学年 タイム  

1 谷口 巧将 和歌山  和歌山北 1年 12秒170 
2 二神 匡隆 和歌山  和歌山北 1年 12秒553 
3 藤野  航 京都  北桑田 2年 12秒707 
4 山森 真将 京都  北桑田 1年 12秒711 
5 中武三四郎 大阪  城東工 1年 12秒780 
6 中村雄太郎 和歌山  和歌山北 1年 12秒790 
7 西本 隆志 京都  平安高校 1年 12秒922 
8 徳田 鍛造 京都  北桑田 1年 13秒088 

■新人の部３ｋｍインディヴィデュアル・パーシュート  
順位  選手名 府県名 学校名 学年 タイム  

1  谷口 巧将 和歌山 和歌山北 1年 3分59秒06 
2  末田 達彦 兵庫 三田学園 2年 4分12秒79 
3  福田 智仁 大阪 城東工 1年 4分16秒71 
4  藤野  航 京都 北桑田 2年 4分22秒09 
5  的場 優宏 大阪 城東工 1年 4分24秒22 

■女子５００ｍタイム・トライアル  
順位 選手名  府県名 学校名 学年 タイム  

1 田中 琴絵 兵庫 兵庫商 3年 42秒089 
2 岩田 知夏 京都 北桑田 1年 43秒458 
3 下久保初菜  京都 北桑田 1年 45秒043 

■女子２ｋｍ インディヴィデュアル・パーシュート  
順位  選手名  府県名 学校名 学年 タイム  

1 岩田 知夏 京都 北桑田 1年 2分58秒32 
2 田中 琴絵 兵庫 兵庫商 3年 3分03秒33 
3 下久保初菜  京都 北桑田 1年 3分10秒01 
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