
0 0 0

興國 茨木工 大阪産大

1分28秒020 1分29秒400 1分31秒000

間瀬 勇毅 増田 拓貴 菅原 裕登 藪林 翔太 柳谷 孝太 岸下 太樹 松兼 輝明 三好 正純

市立堺 大阪産大 大阪産大 此花学院 城東工 興國 興國 大阪産大

1分13秒430 1分13秒830 1分15秒340 1分15秒390 1分16秒060 1分16秒510 1分17秒310 1分18秒580

3km 間瀬 勇毅 菅原 裕登 田窪 賢次 八木 健太 越田 晃平 三好 正純 宮川 歩 米田 彰

インディヴィデュアル 市立堺 大阪産大 茨木工 城東工 茨木工 大阪産大 興國 市立堺

パーシュート 3分51秒630 4分01秒310 4分07秒100 4分08秒070 4分10秒060 4分12秒310 4分17秒020 4分17秒820

堀 僚介 須々田 敏輝 増田 拓貴 柳谷 孝太 酒井 拳蔵 岸下 太樹 藪林 翔太 山﨑 翼

興國 茨木工 大阪産大 城東工 興國 興國 此花学院 市立堺

11 秒 970 12 秒 140 11 秒 520 12 秒 360 11 秒 940 11 秒 940 11 秒 840 12 秒 450

菅原 裕登 間瀬 勇毅 須々田 敏輝 松兼 輝明 八木 健太 米田 彰 三好 正純 越田 晃平

大阪産大 市立堺 茨木工 興國 城東工 市立堺 大阪産大 茨木工

26P 23P 17P 11P 7P 2P 2P -20P

間瀬 勇毅 増田 拓貴 三好 正純 西井 夏輝 酒井 拳蔵 田窪 賢次 八木 健太 石田 真一朗

市立堺 大阪産大 大阪産大 茨木工 興國 茨木工 城東工 佐野工

5分13秒900 0 0 0 0 0 0 0

堀 僚介 松兼 輝明 菅原 裕登 田窪 賢次 岸下 太樹 宮川 歩 山﨑 翼 岡本 修治

興國 興國 大阪産大 茨木工 興國 興國 市立堺 茨木工

11分27秒360 分秒 0 0 0 0 0 0

堀 僚介 酒井 拳蔵 須々田 敏輝 柳谷 孝太 増田 拓貴 岸下 太樹

興國 興國 茨木工 城東工 大阪産大 興國 藪林 翔太 山﨑 翼

12 秒 200 0 0 0 0 0 此花学院 市立堺

順 位 得点

1 84

2 70

3 51

4 40

5 25

6 5

7 1

8 0

此　花　学　院　高　等　学　校

府立佐野工科高等学校

府立布施工科高等学校

学校対抗総合成績
学　　校　　名

興　國　高　等　学　校

大阪産業大学附属高等学校

府立茨木工科高等学校

堺市立堺高等学校

府立城東工科高等学校

　　高体連春季大会兼近畿大会予選　種目別競技成績一覧表

7位

0 0 0 0 0

6位 7位 8位

チーム・スプリント

1位 2位 3位 4位 5位

4km

速度競走

スクラッチ

8km

ケイリン

1km

タイムトライアル

スプリント

ポイント・レース

16km


