
大会名 期日 会場名

第40回近畿高等学校自転車競技大会・ロードの部2003年5月10日（土）～11日（日）兵庫県城崎郡日高町

神鍋高原

学校対抗総合成績

順位府県名 学校名 選手名 学年 個人ＴＴ 個人ﾛｰﾄﾞ 合計得点

1 京都 北桑田
河原林　淳 3 　3位（17点） 　5位（16点）

44
石浦　一憲 3 10位（11点）

2 奈良 北大和
老田　龍海 2 10位（10点） 　2位（19点）

42
渡士　和浩 3 　8位（13点）

3 和歌山 和歌山北
前田　雅則 3 　1位（19点） 　3位（18点）

40
保田　昌弘 3 18位（　3点）

4 和歌山 紀北工業
前田　修平 3 　2位（18点） 11位（10点）

36
岡　　 豊洋 2 13位（　8点）

5

6

7

8



大会名 期日 会場名

第40回近畿高等学校自転車競技大会・ロードの部2003年5月10日（土） 兵庫県城崎郡日高町

神鍋高原特設ｺｰｽ

距離　5.1㎞

種目名 天候 コメント

個人ﾀｲﾑ･ﾄﾗｲｱﾙ･ﾛｰﾄﾞ･ﾚｰｽ 晴れ

個人ﾀｲﾑ･ﾄﾗｲｱﾙ･ﾛｰﾄﾞ･ﾚｰｽ、ｽﾀｰﾄ：16:00'00、距離：5.1㎞、出走：19名、完走：19名

順位 ナンバー選手名 ふりがな 学年 都道府県名 高校名 タイム

1 61 前田　雅則 まえだ まさのり 3 和歌山 和歌山北高校 10'22.12

2 72 前田　修平 まえだ しゅうへい 3 和歌山 紀北工業高校 10'25.76

3 3 河原林　淳 かわらばやし あつし 3 京都 北桑田高校 10'31.37

4 35 若槻　彰隆 わかつき あきたか 3 大阪 大阪産大高校 10'40.43

5 18 菊池　守央 きくち もりお 3 京都 向陽高校 10'41.54

6 48 奥田　賢司 おくだ けんじ 2 奈良 榛原高校 10'55.92

7 40 河野　　 優 こうの すぐる 3 大阪 此花総合高校 10'56.23

8 10 太田　貴明 おおた たかあき 3 京都 花園高校 10'58.59

9 87 高瀬　一彰 たかせ かずあき 3 兵庫 日生第三高校 11'05.09

10 58 老田　龍海 おいた たつみ 2 奈良 北大和高校 11'16.65

11 20 笠谷　拓哉 かさたに たくや 3 大阪 泉尾工業高校 11'18.17

12 27 石川　祐也 いしかわ ゆうや 2 大阪 茨木工業高校 11'27.07

13 95 吉田　侑史 よしだ ゆうじ 3 兵庫 神戸弘陵高校 11'30.89

14 45 乾　　 庄平 いぬい しょうへい 2 滋賀 瀬田工業高校 11'45.58

15 83 三古　修平 さんこ しゅうへい 2 兵庫 市神戸工業高校12'03.23

16 60 田川　享一 たがわ きょういち 3 奈良 吉野高校 12'07.55

17 31 森田　祐司 もりた ゆうじ 3 大阪 府立高専 12'10.26

18 9 小谷　　 実 こたに みのる 2 京都 鴨沂高校 12'21.06

19 23 平松　隆弥 ひらまつ たかや 3 大阪 柏原高校 12'35.63



大会名 期日 会場名

第40回近畿高等学校自転車競技大会・ロードの部2003年5月11日（日） 兵庫県城崎郡日高町

神鍋高原周回ｺｰｽ

距離　52.6㎞

種目名 天候 コメント

個人ﾛｰﾄﾞ･ﾚｰｽ 雨

個人ﾛｰﾄﾞ･ﾚｰｽ、ｽﾀｰﾄ：8:00'00、距離：52.6㎞、出走：96名、完走：2１名

順位 ナンバー選手名 ふりがな 学年 都道府県名 高校名 タイム

1 77 長　　 義幸 ちょう よしゆき 3 和歌山 田辺高校 1:28'24

2 58 老田　龍海 おいた たつみ 2 奈良 北大和高校 1:28'44

3 61 前田　雅則 まえだ まさのり 3 和歌山 和歌山北高校 1:28'48

4 35 若槻　彰隆 わかつき あきたか 3 大阪 大阪産大高校 1:28'49

5 3 河原林　淳 かわらばやし あつし 3 京都 北桑田高校 1:28'49

6 24 伊勢　直人 いせ なおと 2 大阪 柏原高校 1:28'53

7 11 石井　　 陽 いしい あきら 2 京都 花園高校 1:28'54

8 55 渡士　和浩 わたし かずひろ 3 奈良 北大和高校 1:28'58

9 26 村田　建一朗 むらた けんいちろう 3 大阪 茨木工業高校 1:28'59

10 1 石浦　一憲 いしうら かずのり 3 京都 北桑田高校 1:29'00

11 72 前田　修平 まえだ しゅうへい 3 和歌山 紀北工業高校 1:29'03

12 40 河野　　 優 こうの すぐる 3 大阪 此花総合高校 1:29'04

13 74 岡　　 豊洋 おか とよひろ 2 和歌山 紀北工業高校 1:29'11

14 47 吉田　真人 よしだ まさと 2 奈良 榛原高校 1:29'12

15 75 森本　隆太 もりもと りゅうた 2 和歌山 紀北工業高校 1:29'12

16 59 山本　雅之 やまもと まさゆき 2 奈良 北大和高校 1:29'13

17 7 三河井　翼 みかわい つばさ 2 京都 北桑田高校 1:29'14

18 65 保田　昌弘 やすだ まさひろ 3 和歌山 和歌山北高校 1:29'20

19 57 田中　淳一 たなか じゅんいち 2 奈良 北大和高校 1:29'32

20 66 橋本　勇人 はしもと ゆうと 3 和歌山 和歌山北高校 1:29'49

21 44 北岡　健太 きたおか けんた 2 大阪 城東工業高校

なお、44番選手は最終周回落車のためゴールを認める。


