
第40回　京都府高等学校自転車競技新人戦

############## 令和4年11月3日

自転車競技 種目別競技成績一覧表 京都向日町競輪場 播磨中央公園

種　　目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位

男子 長島　慧明 内田　凛 尾澤　瑶成 尾上　源 小島　大画 西口　惠唯
200mﾌﾗｲﾝｸﾞ 北桑田 北桑田 北桑田 北桑田 鴨沂 北桑田

ﾀｲﾑ･ﾄﾗｲｱﾙ 11秒442 11秒671 11秒768 12秒113 12秒234 12秒290

女子 岡本　美咲 西山　ひなた
200mﾌﾗｲﾝｸﾞ 北桑田 京都精華

ﾀｲﾑ･ﾄﾗｲｱﾙ 12秒812・大会新 14秒551
長島　慧明 内田　凛 尾澤　瑶成 西口　惠唯 尾上　源 秋元　碧

1kmﾀｲﾑ･ﾄﾗｲｱﾙ 北桑田 北桑田 北桑田 北桑田 北桑田 北桑田
1分08秒760 1分09秒650 1分09秒790 1分10秒150 1分10秒940 1分12秒470
岡本　美咲 西山　ひなた

500mﾀｲﾑ･ﾄﾗｲｱﾙ 北桑田 京都精華
38秒72・大会新 41秒71

3km 長島　慧明 尾上　源 西口　惠唯 秋元　碧 彦坂　拓真 尾澤　瑶成
ｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｭｱﾙ 北桑田 北桑田 北桑田 北桑田 向陽 北桑田

ﾊﾟｰｼｭｰﾄ 3分41秒47 3分48秒82 3分50秒01 3分50秒13 3分51秒86 3分52秒11
2km 岡本　美咲 西山　ひなた

ｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｭｱﾙ 北桑田 京都精華
ﾊﾟｰｼｭｰﾄ 2分36秒47・大会新 2分50秒44

田辺 向陽
男子ﾁｰﾑ･ｽﾌﾟﾘﾝﾄ 岡嶋・藤本・杉村 榎田・彦坂・多賀

1分28秒87 1分28秒34

女子ﾁｰﾑ･ｽﾌﾟﾘﾝﾄ 実施せず

北桑田 鴨沂
4kmﾁｰﾑ･ﾊﾟｰｼｭｰﾄ 内田・長島・西口・尾上 大西・小島・白井・山田祐

4分50秒62 4分54秒92
播磨中央公園

200mタイムトライアル
　大会記録　男子　11秒126　岡本　勝哉（北桑田） Ｒ元.10.20

  　　　　　女子  12秒812  岡本　美咲　（北桑田） Ｒ4.10.23

500mタイムトライアル
　大会記録　 　38秒720　岡本　美咲  （北桑田）　 R4.10.23
１kmタイムトライアル
　大会記録　1分06秒652　岡本　勝哉　(北桑田)　　R元.10.20
３kmインディヴィデュアルパーシュート
　大会記録　3分34秒84 　岡本　勝哉　(北桑田)  　R元.10.20
２kmインディヴィデュアルパーシュート
　大会記録　2分36秒470　岡本　美咲  （北桑田）　 R4.10.23
４ｋｍチーム・パーシュート
　大会記録　4分35秒67   北桑田高校（岡本勝・岡本智・藤田・安井）　　R元.10.20
チームスプリント
　大会記録　１分23秒08  北桑田高校（辻・松下・斉藤）　H23.10.23
女子チームスプリント
　大会記録　１分02秒21  北桑田高校（石田・岡本）　　　R3.10.24



NO. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学校名 学年 タイム 順位

5 長島　慧明 ﾅｶﾞｼﾏ ｻﾄｱｷ 北桑田 2 46分28秒02 1

4 辻　陸翔 ﾂｼﾞ ﾘｸﾄ 北桑田 2 2

3 谷畑　希一 ﾀﾆﾊﾀ ｷｲﾁ 北桑田 2 3

9 秋元　碧 ｱｷﾓﾄ ｱｵ 北桑田 1 4

18 大西　優大 ｵｵﾆｼ ﾕｳﾀﾞｲ 鴨沂 2 5

6 西口　惠唯 ﾆｼｸﾞﾁ ｹｲ 北桑田 2 6

2 内田　凛 ｳﾁﾀﾞ ﾘﾝ 北桑田 2 7

20 白井　漣 ｼﾗｲ ﾚﾝ 鴨沂 2 8

10 尾澤　瑶成 ｵｻﾞﾜ ﾖｳｾｲ 北桑田 1 9

19 小島　大画 ｺｼﾞﾏ ﾀｲｶﾞ 鴨沂 2 10

1 井上　晴喜 ｲﾉｳｴ ﾊﾙｷ 北桑田 2 DNF

7 福井　友陸 ﾌｸｲ ﾕｳﾘ 北桑田 2 DNF

8 夜久　慶音 ﾔｸ ｹｲﾄ 北桑田 2 DNF

11 尾上　源 ｵﾉｳｴ ｹﾞﾝ 北桑田 1 DNF

12 竹内　翔駿 ﾀｹｳﾁ ｼｮｳｼｭﾝ 北桑田 1 DNF

13 中岡　公平 ﾅｶｵｶ ｺｳﾍｲ 北桑田 1 DNF

14 中田　晄輔 ﾅｶﾀ ｵｳｽｹ 北桑田 1 DNF

15 榎田　晴太 ｴﾉｷﾀﾞ ﾊﾙﾀ 向陽 2 DNF

16 彦坂　拓真 ﾋｺｻｶ ﾀｸﾏ 向陽 2 DNF

17 多賀　悠真 ﾀｶﾞ ﾕｳﾏ 向陽 1 DNF

21 山田　祐也 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾔ 鴨沂 2 DNF

22 池田　幹人 ｲｹﾀﾞ ﾐｷﾄ 鴨沂 1 DNF

23 松宮　大翔 ﾏﾂﾐﾔ ﾊﾙﾄ 鴨沂 1 DNF

24 山田　治輝 ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙｷ 鴨沂 1 DNF

26 西岡　快人 ﾆｼｵｶ ｶｲﾄ 北稜 2 DNF

27 崔　真航 ﾁｪ ﾁﾅﾝ 北稜 2 DNF

28 花村　友樹 ﾊﾅﾑﾗ ﾕｳｷ 北稜 2 DNF

29 岡嶋　大洋 ｵｶｼﾞﾏ ﾀｲﾖｳ 田辺 2 DNF

30 藤本　耀星 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾖｳｾｲ 田辺 2 DNF

31 杉村　善史 ｽｷﾞﾑﾗ ﾖｼﾌﾐ 田辺 1 DNF

25 岡山　樹 ｵｶﾔﾏ ｲﾂｷ 北稜 2 DNS

32 伊東　亮 ｲﾄｳ ｱｷﾗ 花園 2 DNS

33 北川　大 ｷﾀｶﾞﾜ ﾏｻﾙ 花園 2 DNS

34 永田　晋之助 ﾅｶﾞﾀ ｼﾝﾉｽｹ 花園 2 DNS

35 西谷　雄飛 ﾆｼﾀﾆ ﾕｳﾋ 花園 2 DNS

36 風本　秀明 ｶｾﾞﾓﾄ ﾋﾃﾞｱｷ 花園 1 DNS

37 福井　聖 ﾌｸｲ ﾀｶｼ 花園 1 DNS

38 米谷　健太郎 ｺﾒﾀﾆ ｹﾝﾀﾛｳ 花園 1 DNS

NO. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学校名 学年 タイム 順位

1 岡本　美咲 ｵｶﾓﾄ ﾐｻｷ 北桑田 1 20分52秒87 1

3 西山　ひなた ﾆｼﾔﾏ ﾋﾅﾀ 京都精華 2 2

2 橋本　のこ ﾊｼﾓﾄ ﾉｺ 北桑田 1 DNS

男子ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ

女子ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ


