
2017国体予選タイムスケジュール

Ⅰ 受 付 7:30 ～

Ⅱ 練 習 7:00 ～ 8:45

Ⅳ 競 技

１． スプリント予選  200mFTT 予 選 37名 9:00 ～ 9:46

２． 成年　ポイント・レース １６ｋｍ 決 勝 9名 9:46 ～ 10:11

３． 少年　ポイント・レース １２ｋｍ 決 勝 12名 10:11 ～ 10:31

４． 女子　2km個人追い抜き 10:31 ～ 10:40

５． 成年   ケイリン 決 勝 1組 10:40 ～ 10:48

６． 少年   ケイリン 決 勝 1組 10:48 ～ 10:56

７． 女子   ケイリン 決 勝 1組 10:56 ～ 11:04

８． 滋賀県民体育大会   ケイリン 決 勝 1組 11:04 ～ 11:12

９． 少年　スプリント １／２決勝 ２組 11:12 ～ 11:28

１０． 成年　スクラッチ 決 勝 ９名 11:28 ～ 11:43

１１． 少年　スクラッチ 決 勝 １６名 11:43 ～ 11:58

１２． 女子　スクラッチ 決 勝 5名 11:58 ～ 12:08

１３． 昼休み 12:08 ～ 12:53

１４． 成年　１㎞タイム・トライアル 決 勝 ５名 12:53 ～ 13:02

１５． 少年　１㎞タイム・トライアル 決 勝 １８名 13:02 ～ 13:29

１６． 滋賀県民体育大会１㎞タイム・トライア 決 勝 ８名 13:29 ～ 13:40

１７． 女子   500mタイム・トライアル 決 勝 ５名 13:40 ～ 13:48

１８． 少年　スプリント 順位決定戦 2組 13:48 ～ 14:04

１９． 成年　スプリント 順位決定戦 １組 14:04 ～ 14:12

Ⅴ 表 彰 式
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京都府国体予選向日町

成年 スプリント参考記録 出場は任意 最速は村田君の相手
№ 氏名 ふりがな 府 所属 タイム 順位
61 川島  洋 かわしま ひろし 大津市

65 安井 光造 やすい みつぞう 栗東市
14 湯浅 健生 ゆあさ たつき 日本体育大学
13 松本 貞行 まつもと さだゆき Sakatani Racing
12 溝口 智貴 みぞぐち ともき 京都産業大学
11 竹村 拓 たけむら たく 明治大学
10 三宅大春 みやけたいしゅん 朝日大学

9 大山 慶祐 おおやま けいすけ 立命館大学
8 武田 悠佑 たけだゆうすけ 朝日大学
7 孫崎 大樹 まごさき だいき 早稲田大学
6 安田 開 やすだかい 日本体育大学
5 安田京介 やすだきょうすけ 京都産業大学
4 草場 啓吾 くさばけいご 日本大学
3 村田瑞季 むらたみずき 中央大学
2 徳田 匠 とくだたくみ 鹿屋体育大学
1 金田 明一郎 かねだみょういちろう 日本体育大学

少年スプリント予選 上位4名は1/2決勝へ
№ 氏名 ふりがな 所属 タイム 順位
51 栢村 翔太 かやむら しょうた 龍大付属平安高校

50 野田 卓稔 ﾉﾀﾞﾀｸﾐ 北桑田高校1年
48 岡本 友汰 おかもと ゆうた 鴨祈高校
47 藤井 響流 ふじい こうる 鴨祈高校
46 今岡 新汰 ｲﾏｵｶｱﾗﾀ 北桑田高校1年
45 山元 睦規 やまもと むつき 龍大付属平安高校
44 山品 純大 ﾔﾏｼﾅｼﾞｭﾝﾀﾞｲ 北桑田高校1年
43 伊藤唯夢 いとうゆいむ 向陽高校
42 山口 海翔 ﾔﾏｸﾞﾁｶｲﾄ 北桑田高校1年
41 金田 将英 かねだ しょうえい 向陽高校
40 西野 颯太 にしのそうた 花園高校
38 石川 輝 ｲｼｶﾜﾃﾙ 北桑田高校2年

35 金井 和輝 かない かずき 龍大付属平安高校

28 福原 名月 ふくはらなづき 向陽高校

23 川村 峻輝 ｶﾜﾑﾗｼｭﾝｷ 北桑田高校1年

20 富田 莉央 とみた りお 鴨祈高校

女子 スプリント参考記録 出場は任意
№ 氏名 ふりがな 府 所属 タイム 順位
57 金澤 歩美 かなざわあみ 花園高校

56 山本 レナ やまもとれな 日本競輪選手会
55 上田 順子 うえだじゅんこ BC.ANELLO
54 前田 響 まえだひびき 向陽高校
53 藤野 晏 ﾌｼﾞﾉｱﾝ 北桑田高校2年
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京都府国体予選向日町

成年 ポイント
1 2 3 4 5 6 7 8

１着 ５点
２着 ３点
３着 ２点

Time ４着 １点
16km40周 ５着 —

cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 35 30 25 20 15 10 5 G
5 10 15 20 25 30 35 40

１．白 2 徳田 匠 とくだたくみ 鹿屋体育大学

２．黒 5 安田京介 やすだきょうすけ 京都産業大学
３．赤 6 安田 開 やすだかい 日本体育大学
４．青 7 孫崎 大樹 まごさき だいき 早稲田大学
５．黄 10 三宅大春 みやけたいしゅん 朝日大学
６．白黒 11 竹村 拓 たけむら たく 明治大学
７．白赤 12 溝口 智貴 みぞぐち ともき 京都産業大学
８．白青 13 松本 貞行 まつもと さだゆき Sakatani Racing

９．赤青 14 湯浅 健生 ゆあさ たつき 日本体育大学
10.黒黄

少年 ポイント
1 2 3 4 5 6 7 8

１着 ５点
２着 ３点
３着 ２点

Time ４着 １点
12km30周 ５着 —

cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 35 30 25 20 15 10 5 G
5 10 15 20 25 30 35 40

１．白 17 四宮　寛人 ｼﾉﾐﾔﾋﾛﾄ 北桑田高校1年

２．黒 18 小池　陽斗 ｺｲｹｱｷﾄ 北桑田高校1年
３．赤 19 谷内　健太 ﾔﾁｹﾝﾀ 北桑田高校2年
４．青 24 上西 叶 うえにしきょう 向陽高校
５．黄 25 井野　誠大 ｲﾉﾏｺﾄ 北桑田高校2年
６．白黒 26 平松　拓也 ﾋﾗﾏﾂﾀｸﾔ 北桑田高校3年
７．白赤 27 吉坂　凜 よしさか　リン 鴨祈高校
８．白青 33 髙倉　廉太郎ﾀｶｸﾗﾚﾝﾀﾛｳ 北桑田高校2年

９．赤青 37 市川　光人 ｲﾁｶﾜﾐﾂﾋﾄ 北桑田高校2年

10.黒黄 38 石川 輝 ｲｼｶﾜﾃﾙ 北桑田高校2年
11.黒赤 49 高木　絢匡 たかき　あやまさ 鴨祈高校

12.黒青 67 西村　　剛 にしむら　たけし 瀬田工業高校

13.白黄

通
過
順
位

ポイント周回

周回
得点

合計 着順 順位

着順 順位

通
過
順
位

ポイント周回

周回
得点

合計
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京都府国体予選向日町

成年 ケイリン決勝
№ 氏名 ふりがな 府県所属 タイム 順位

１．白 1 金田 明一郎 かねだみょういちろう 日本体育大学

２．黒 2 徳田 匠 とくだたくみ 鹿屋体育大学
３．赤 4 草場 啓吾 くさばけいご 日本大学
４．青 5 安田京介 やすだきょうすけ 京都産業大学
５．黄 7 孫崎 大樹 まごさき だいき 早稲田大学
６．白黒 8 武田 悠佑 たけだゆうすけ 朝日大学
７．白赤 9 大山 慶祐 おおやま けいすけ 立命館大学

少年 ケイリン決勝
№ 氏名 ふりがな 府県所属 タイム 順位

１．白 16 道城 海地 どうじょうかいち 同志社高校

２．黒 21 松山　福人 ﾏﾂﾔﾏｻｷﾄ 北桑田高校2年
３．赤 22 奥地　龍人 ｵｸﾁﾘｭｳﾄ 北桑田高校2年
４．青 23 川村 峻輝 ｶﾜﾑﾗｼｭﾝｷ 北桑田高校1年
５．黄 29 金田 宏三郎 かねだこうざぶろう 向陽高校
６．白黒

女子 ケイリン決勝
№ 氏名 ふりがな 府県所属 タイム 順位

１．白 53 藤野 晏 ﾌｼﾞﾉｱﾝ 北桑田高校2年

２．黒 54 前田 響 まえだひびき 向陽高校
３．赤 55 上田 順子 うえだじゅんこ BC.ANELLO
４．青 56 山本 レナ やまもとれな 日本競輪選手会
５．黄 57 金澤 歩美 かなざわあみ 花園高校
６．白黒

滋賀県県民体育大会
№ 氏名 ふりがな 府県所属 タイム 順位

１．白 61 川島  洋 かわしま ひろし 大津市

２．黒 62 小西 良章 こにし よしあき 守山市
３．赤 63 磯部 喜男 いそべ よしお 野洲市
４．青 64 三好 俊明 みよし としあき 栗東市
５．黄
６．白黒
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京都府国体予選向日町

少年スプリント１／２決勝
組 cap № 氏名 ふりがな 府県所属 タイム 順位

1 1.白

1 2.赤

2 1.白

2 2.赤

少年スプリント５－８位決定戦 出場は予選タイムで
組 cap № 氏名 ふりがな 府県所属 タイム 順位

1.白
2.黒
3.赤
4.青

少年スプリント３－４位決定戦
組 cap № 氏名 ふりがな 府県所属 タイム 順位

1.白
2.赤

少年スプリント決勝
組 cap № 氏名 ふりがな 府県所属 タイム タイム タイム 順位

1.白
2.赤

成年スプリント決勝
組 cap № 氏名 ふりがな 府県所属 タイム タイム タイム 順位

1.白 3 村田瑞季 むらたみずき 中央大学
2.赤
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京都府国体予選向日町

成年スクラッチ 10km

cap № 氏名 ふりがな 府県所属 周回 タイム 順位

１．白 4 草場 啓吾 くさばけいご 日本大学

２．黒 5 安田京介 やすだきょうすけ 京都産業大学

３．赤 6 安田 開 やすだかい 日本体育大学

４．青 7 孫崎 大樹 まごさき だいき 早稲田大学

５．黄 8 武田 悠佑 たけだゆうすけ 朝日大学

６．白黒 9 大山 慶祐 おおやま けいすけ 立命館大学

７．白赤 11 竹村 拓 たけむら たく 明治大学

８．白青 12 溝口 智貴 みぞぐち ともき 京都産業大学

９．赤青 14 湯浅 健生 ゆあさ たつき 日本体育大学

少年スクラッチ ８km

cap № 氏名 ふりがな 府県所属 周回 タイム 順位

１．白 17 四宮　寛人 ｼﾉﾐﾔﾋﾛﾄ 北桑田高校1年

２．黒 18 小池　陽斗 ｺｲｹｱｷﾄ 北桑田高校1年

３．赤 19 谷内　健太 ﾔﾁｹﾝﾀ 北桑田高校2年

４．青 24 上西 叶 うえにしきょう 向陽高校

５．黄 26 平松　拓也 ﾋﾗﾏﾂﾀｸﾔ 北桑田高校3年

６．白黒 27 吉坂　凜 よしさか　リン 鴨祈高校

７．白赤 29 金田 宏三郎 かねだこうざぶろう 向陽高校

８．白青 30 弥村皆斗 やむらみなと 花園高校

９．赤青 31 天野　颯太 ｱﾏﾉｿｳﾀ 北桑田高校2年

10.黒黄 33 髙倉　廉太郎ﾀｶｸﾗﾚﾝﾀﾛｳ 北桑田高校2年

11.黒赤 34 見瀬 矩慧 みせたださと 向陽高校

12.黒青 36 北里 拳吾 きたざと けんご 花園高校

13.白黄 37 市川　光人 ｲﾁｶﾜﾐﾂﾋﾄ 北桑田高校2年

14.赤黄 45 山元 睦規 やまもと むつき 龍大付属平安高校

15.青黄 49 高木　絢匡 たかき　あやまさ 鴨祈高校

16.緑 67 西村　　剛 にしむら　たけし 瀬田工業高校

17.緑白
18.緑黒
19.緑赤
20.緑青

女子 スクラッチ 4km

cap № 氏名 ふりがな 府県所属 周回 タイム 順位

１．白 53 藤野 晏 ﾌｼﾞﾉｱﾝ 北桑田高校2年

２．黒 54 前田 響 まえだひびき 向陽高校

３．赤 55 上田 順子 うえだじゅんこ BC.ANELLO

４．青 56 山本 レナ やまもとれな 日本競輪選手会

５．黄 57 金澤 歩美 かなざわあみ 花園高校
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京都府国体予選向日町

成年 １ｋｍ
H/B № 氏名 ふりがな 府県所属 手動タイム 電気タイム 順位

13 松本 貞行 まつもと さだゆき Sakatani Racing

10 三宅大春 みやけたいしゅん 朝日大学
3 村田瑞季 むらたみずき 中央大学
2 徳田 匠 とくだたくみ 鹿屋体育大学
1 金田 明一郎 かねだみょういちろう 日本体育大学

少年 １ｋｍ
H/B № 氏名 ふりがな 所属 手動タイム 電気タイム 順位

50 野田 卓稔 ﾉﾀﾞﾀｸﾐ 北桑田高校1年

48 岡本 友汰 おかもと ゆうた 鴨祈高校
47 藤井 響流 ふじい こうる 鴨祈高校
46 今岡 新汰 ｲﾏｵｶｱﾗﾀ 北桑田高校1年
44 山品 純大 ﾔﾏｼﾅｼﾞｭﾝﾀﾞｲ 北桑田高校1年
43 伊藤唯夢 いとうゆいむ 向陽高校
42 山口 海翔 ﾔﾏｸﾞﾁｶｲﾄ 北桑田高校1年
41 金田 将英 かねだ しょうえい 向陽高校
39 小沼　芳輝 こぬま　よしき 龍大付属平安高校
35 金井 和輝 かない かずき 龍大付属平安高校
34 見瀬 矩慧 みせたださと 向陽高校
31 天野　颯太 ｱﾏﾉｿｳﾀ 北桑田高校2年
28 福原 名月 ふくはらなづき 向陽高校
25 井野　誠大 ｲﾉﾏｺﾄ 北桑田高校2年
22 奥地　龍人 ｵｸﾁﾘｭｳﾄ 北桑田高校2年
21 松山　福人 ﾏﾂﾔﾏｻｷﾄ 北桑田高校2年
20 富田 莉央 とみた りお 鴨祈高校
16 道城 海地 どうじょうかいち 同志社高校

滋賀県県民体育大会
H/B 氏名 ふりがな 府県所属 手動タイム 電気タイム 順位

62 小西 良章 こにし よしあき 守山市

63 磯部 喜男 いそべ よしお 野洲市
64 三好 俊明 みよし としあき 栗東市
68 須頭 海音 すがしら かいと 瀬田工業高校
69 中村 将慶 なかむら まさちか 瀬田工業高校
70 橋 央将 はし ひろまさ 瀬田工業高校
71 八幡 源 やはた はじめ 瀬田工業高校
72 山本 和瑳 やまもと かずさ 瀬田工業高校

女子 ５００ｍ
H/B 氏名 ふりがな 府県所属 手動タイム 電気タイム 順位

57 金澤 歩美 かなざわあみ 花園高校

56 山本 レナ やまもとれな 日本競輪選手会
55 上田 順子 うえだじゅんこ BC.ANELLO
54 前田 響 まえだひびき 向陽高校
53 藤野 晏 ﾌｼﾞﾉｱﾝ 北桑田高校2年

女子 個人追い抜き
H/B № 氏名 ふりがな 府県所属 手動タイム 電気タイム 順位
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