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Communique1 

 

総務委員長 松村 正之 

 

 

 

女子選手については 2種目エントリー可とする。 
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Communique2 

 

総務委員長 松村 正之 

審判長 山上 義明 

 

運営方法・大会特別規則 

 

1. ユニフォーム 

 ＪＣＦ登録の各県ユニフォームを着用すること。県ユニフォームが用意できない場合は、監督

会議で承認を得ること。 

2. ヘルメット 

 ＪＣＦ公認ヘルメット、ＪＫＡ公認ヘルメットともに、ヘルメットに貼付されたステッカーにより公認

ヘルメットであることが確認できるヘルメットのみが使用できる。 

 タイムトライアル専用ヘルメットの使用は、ＴＴ・TP・ＴＳ・200ｍＦＴＴに限り認める。 

3. ゼッケン 

 ゼッケンを使用する。受付時に配付するが、競技終了後は返却すること。 

 成年男子ポイン・トレースではスペシャルゼッケンとヘルメットカバーを使用する。 

      

タイムトライアル：腰中央下部に縦向きに 1枚装着  競走競技：腰左右に横向き 2枚装着 

 

       

 

      

 

 

 

 

 

4. 招集・自転車検査 

 各自の出走 15分前までに、招集・自転車検査を終えること。 

 チーム・スプリント、チーム・パーシュートに出場するチームは、出走 30分前までに出走メンバ

ーを届けること。 

5. 1km タイムトライアル 

 スターティング・マシンを使用する。スタート準備完了後、12秒のカウントダウンでスタートする。 

 スタート方法は、Ｈ／Ｂ同時スタートとする。 

6. スプリント 

 予選タイム 1位 2位で決勝戦を、3位 4位で 3-4位決定戦を行う。 

7. ポイント・レース 

 参加人数が一定数に満たないため成年男子は 30ｋｍを 25ｋｍ、少年男子は 25ｋｍを 20ｋｍ

に変更する。 
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Communique2-2 

8. ケイリン 

 成年男子は 7名のエントリーであるが、第 1回戦は実施せず直接、決勝戦を行う。 

9. スクラッチ 

 主集団が追抜かれた場合は、その主集団は定められた距離を走ることができない。 

参加人数が一定数に満たないため、成年男子は１5kmを 10km、少年男子及び女子は10km

を 7.5kmに変更する。 

10. チーム・スプリント／チーム・パーシュート 

 団体種目はすべて単独走とする。 

 スターティング・マシンを使用する。スタート準備完了後、12秒のカウントダウンでスタートする。 

 タイムレースとし、タイムにより順位を決定する。 

 少年選手のギア比制限はおこなわない。 

 

注意事項 

 

1. 10日（金）の練習時間はフリー練習としますが、30名を超える場合は走路入場を制限する場合が

あります。 

2. 10日（金）の練習時間の救急対応はサイクルスポーツセンターの救護室となります。（～18：30） 

3. 11月 11日（土）の練習時間はグループ分けをしています。スケジュールをご覧ください。 

4. DHバーは周回練習時には安全のため使用しないでください。 

5. タイムトライアル専用ヘルメットは周回練習時には使用できません。 

6. 通常の周回練習はステイヤーラインより上部を走行し、スプリンターレーンは高速走行用です。 

板張り 250ｍ走路は滑りやすいため速度を落としすぎないよう注意して下さい。 

7. 新品のタイヤは非常に滑りやすい為ご注意ください。 

8. 表彰対象者はユニフォーム姿で出席して下さい。 

 

 連絡事項 

 

1. 入 場 

 選手は、伊豆ベロドローム駐車場側西口シャッター口横より入場ください。 

入場は７：30からとなります。 

 応援者・見学の方は 9：00より正面入口より入場し、2階観覧席より応援ください。 

2. インフィールド 

 持参のローラー台を利用できます。 

 床の保護のためレーサーシューズでの歩行はご遠慮ください。 

3. その他 

 観客席及びインフィールド内での飲食は自由ですが、ゴミはお持ち帰りください。 

 ドーム内には飲食売店はありません。園内の六角食堂を利用する場合は、選手は入場ゲート

にてＩＤカードの提示をしてください。付添者については付添証明書の発行をします。 

 ペットの入場はできませんのでご了承ください。 
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Communique2-3 

 

 

 

 

会場案内図 
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Communique3-1 

参加者一覧 

県名 種別 № 氏　　名 ｶﾅ 登録№ 所　　属 KM SP KE PR SH TS TP

監督 宮﨑　岳人 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｹﾄ 0600261 長野県自転車競技連盟

1 大島　理彦 ｵｵｼﾏ ﾐﾁﾋｺ 1000471 大北社会福祉事業協会 ○ ○

2 小松　寛武 ｺﾏﾂ ﾋﾛﾀｹ 1501571 松本工業高校 ○ ○

3 堀江　省吾 ﾎﾘｴ ｼｮｳｺﾞ 1502022 信州大学 ○ ○

4 小出　　樹 ｺｳﾃﾞ ｲﾂｷ 1501574 松本工業高校 ○ ○

5 渡邊　　鈴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｲ 1501577 松本工業高校 ○ ○

監督 宮下　俊宏 ﾐﾔｼﾀ ﾄｼﾋﾛ 飯田風越高校（教）

6 山浦　秀明 ﾔﾏｳﾗ ﾋﾃﾞｱｷ 1702320 松本工業高校 ○

7  田中裕一郎 ﾀﾅｶ ﾕｳｲﾁﾛｳ 1702315 松本工業高校 ○ ○

8  中西　竜歩 ﾅｶﾆｼ ﾘｭｳﾎ 1601572 松本工業高校 ○ ○

9  木下　　峻 ｷﾉｼﾀ ｼｭﾝ 1701150 飯田風越高校 ○

10 山田　拓海 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ 1701148 飯田風越高校 ○ ○

11 青島　冬弥 ｱｵｼﾏ ﾄｳﾔ 1700780 飯田風越高校 ○ ○

監督 藤井　　寿 ﾌｼﾞｲ ﾋｻｼ

12 志田　龍星 ｼﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 1500522 朝日大学 ○ ○

13 山本　和輝 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｷ 1201299 日本大学 ○ ○

14 村田　祐樹 ﾑﾀﾗ ﾕｳｷ 1401187 日本体育大学 ○ ○

15 上野　将幸 ｳｴﾉ ﾏｻﾕｷ 1201552 ウヘノ石油 ○ ○

監督 藤井　　寿 ﾌｼﾞｲ ﾋｻｼ

少年 16 上野　幸星 ｳｴﾉ ｺｳｾｲ １７０２４２６ 氷見高校 ○ ○

監督 片岡　信忠 ｶﾀｵｶ ﾉﾌﾞﾀﾀﾞ 0210233 内灘高校（教）

17 小嶋　健太 ｺｼﾞﾏ ｹﾝﾀ 1300251 日本大学 ○

18 中山　　優 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳ 1501222 松任高校 ○ ○

19 山元　広夢 ﾔﾏﾓﾄ　ﾋﾛﾑ 1501807 内灘高校 ○ ○

20 松井　大吾 ﾏﾂｲ ﾀﾞｲｺﾞ 1300540 白山私立蕪城小学校（教） ○ ○

21 若松　凱聖 ﾜｶﾏﾂ　ｶﾞｲｾｲ 1300776 北陸大学 ○ ○

監督 谷村兼太郎 ﾀﾆﾑﾗ　ｹﾝﾀﾛｳ 0701382 北陸貨物運輸

22 宮本　　蓮 ﾐﾔﾓﾄ　ﾚﾝ 1702436 松任高校 ○ ○

23 本郷　千聖 ﾎﾝｺﾞｳ　ﾁｻﾄ 1601681 松任高校 ○ ○

監督 西山　知宏 ﾆｼﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ 9701360 福井県立坂井高校

24 竹澤　啓介 ﾀｹｻﾞﾜ ｹｲｽｹ 1400926 鹿屋体育大学 ○ ○

25 岸田　　剛 ｷｼﾀﾞ ﾀｹｼ 1400929 鹿屋体育大学 ○ ○

26 寺﨑　浩平 ﾃﾗｻｷ ｺｳﾍｲ 0900707 福井県体育協会 ○ ○

27 廣瀬　元輝 ﾋﾛｾ ﾊﾙｷ 0901268 JA福井県経済連 ○ ○

28 吉岡　優斗 ﾖｼｵｶ ﾕｳﾄ 1100494 立命館大学 ○ ○

29 碇　　優太 ｲｶﾘ ﾕｳﾀ 0700706 福井県体育協会 ○ ○

予備登録 吉田　英司 ﾖｼﾀﾞ ｴｲｼﾞ 1300966 朝日大学

監督 小林　郁弥 ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐﾔ 0900605 福井県立科学技術高校

30 市田龍生都 ｲﾁﾀﾞ ﾘｭｳﾄ 1602361 福井県立科学技術高校 ○ ○

31 竹澤　雅也 ﾀｹｻﾞﾜ ﾏｻﾔ 1602360 福井県立科学技術高校 ○ ○

32 齋藤　知樹 ｻｲﾄｳ ﾄﾓｷ 1601289 福井県立科学技術高校 ○ ○

33 北　　淳也 ｷﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 1502378 福井県立科学技術高校 ○ ○

34 奥井　統哉 ｵｸｲ ﾄｳﾔ 1601287 福井県立科学技術高校 ○ ○

監督 清水　勇人 ｼﾐｽﾞ ﾊﾔﾄ 1200611 日本大学

35 岸本　伊織 ｷｼﾓﾄ ｲｵﾘ 9702003 ﾊﾟｰｿﾙR&D(株) ○

36 清水　勇人 ｼﾐｽﾞ ﾊﾔﾄ 1200611 日本大学 ○

37 佐藤　大紀 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｷ 1200394 中京大学 ○

38 木下　澄八 ｷﾉｼﾀ  ﾄｳﾔ 1300798 朝日大学 ○

福井

成年
男子

少年
男子

愛知 成年
男子

長野

成年
男子

少年
男子

富山

成年
男子

石川

成年
男子

少年
男子
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県名 種別 № 氏　　名 ｶﾅ 登録№ 所　　属 KM SP KE PR SH TS TP

監督 山﨑　好弘 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼﾋﾛ 0341907 朝日大学（教）

39 栗山　和樹 ｸﾘﾔﾏ　ｶｽﾞｷ 1300996 朝日大学 ○ ○

40 長谷部龍一 ﾊｾﾍﾞ ﾘｭｳｲﾁ 1201148 朝日大学 ○ ○

41 山本　英弘 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾃﾞﾋﾛ 1300827 日本大学 ○ ○

42 和田　　樹 ﾜﾀﾞ ﾀﾂｷ 1300515 朝日大学 ○ ○

43 亀谷　昌慈 ｶﾒｶﾞｲ ﾏｻﾖｼ 1400999 朝日大学 ○ ○

44 永田　吏玖 ﾅｶﾞﾀ ﾘｸ 1301003 朝日大学 ○ ○

予備登録 森　　善寛 ﾓﾘ ﾖｼﾋﾛ 1201154 朝日大学

監督 萩野　良信 ﾊｷﾞﾉ ﾖｼﾉﾌﾞ 0340359 岐南工業高校（教）

45 山内　渓太 ﾔﾏｳﾁ ｹｲﾀ 1401926 可児高校 ○ ○

46 倉田　紘希 ｸﾗﾀ ｺｳｷ 1600734 岐阜第一高校 ○ ○

47 塚原　郁也 ﾂｶﾊﾗ ﾌﾐﾔ 1502377 岐阜第一高校 ○ ○

48 佐藤　竜太 ｻﾄｳ ﾘｭｳﾀ 1600902 岐南工業高校 ○ ○

49 棚瀬　義大 ﾀﾅｾ　ﾖｼﾋﾛ 1501233 岐南工業高校 ○ ○

50 奥田　豪樹 ｵｸﾀﾞ ｺﾞｳｷ 1600893 岐南工業高校 ○ ○

予備登録 三浦　蓮海 ﾐｳﾗ　ﾚﾝｶｲ 1600729 岐阜第一高校

監督 百々　敦史 ﾄﾞﾄﾞ ｱﾂｼ 朝明高校（教）

51 五味　大征 ｺﾞﾐ ﾀｲｾｲ 1401411 法政大学 ○ ○

52 中村　友哉 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾔ 1201332 朝日大学 ○ ○

53 川邉　庸介 ｶﾜﾍﾞ  ﾖｳｽｹ 1201330 明治大学 ○ ○

54 川嶋　祐輔 ｶﾜｼﾏ ﾕｳｽｹ 1401409 中京大学 ○ ○

監督 矢吹　泰盛 ﾔﾌﾞｷ ﾀｲｾｲ 朝明高校（教）

55 武雄　雷人 ﾀｹｵ ﾗｲﾄ 1601843 朝明高校 ○ ○

56 竹野　太喜 ﾀｹﾉ ﾀｲｷ 1601844 朝明高校 ○ ○

57 小西　晴己 ｺﾆｼ ﾊﾙｷ 1702324 三重高校 ○ ○

58 土田　裕希 ﾂﾁﾀﾞ ﾕｳｷ 1601846 朝明高校 ○ ○

59 大山　龍司 ｵｵﾔﾏ ﾀﾂｼﾞ 1601810 朝明高校 ○ ○

予備登録 望月　裕大 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ 1601849 朝明高校

監督 鈴木　康平 ｽｽﾞｷ ｺｳﾍｲ 1500062 静岡北高校（講）

60 鈴木　陸来 ｽｽﾞｷ ﾘｯｸ 1201185 法政大学 ○ ○

61 勝呂　真至 ｽｸﾞﾛ ﾏｻｼ 1401063 朝日大学 ○ ○

62 髙原　渓人 ﾀﾊｶﾗ ｹｲﾄ 1200835 朝日大学 ○ ○

63 青島　敬佑 ｱｵｼﾏ ｹｲｽｹ 1501198 静岡北高校 ○ ○

64 松本　京太 ﾏﾂﾓﾄ ｷｮｳﾀ 1401169 日本体育大学 ○ ○

監督 杉山　直人 ｽｷﾞﾞﾔﾏ ﾅｵﾄ 1700080 星陵高校（教）

65 阿部　　俊 ｱﾍﾞ ｼｭﾝ 1600757 星陵高校 ○

66 長田　龍拳 ｵｻﾀﾞ ﾘｭｳｹﾝ 1600758 星陵高校 ○ ○

67 天野　　翔 ｱﾏﾉ ｶｹﾙ 1601345 静岡北高校 ○ ○

68 渡邉　雅也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾔ 1600759 星陵高校 ○ ○

69 中津川　開 ﾅｶﾂｶﾞﾜ ｶｲ 1601751 浜松学院高校 ○

70 鳥羽山太一 ﾄﾊﾞﾔﾏ ﾀｲﾁ 1601754 浜松学院高校 ○

県名 種別 № 氏　　名 ｶﾅ 登録№ 所　　属 KE SH TS

監督 西山　知宏 ﾆｼﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ 9701360 福井県立坂井高校

71 野原　　萌 ﾉﾊﾗ ﾓｴ 1701555 福井県立坂井高校 ○ ○

72 中村　愛花 ﾅｶﾑﾗ ｱｲｶ 1400605 日本体育大学 ○ ○

監督 山﨑　好弘 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼﾋﾛ 0341907 朝日大学（教）

73 増田　夕華 ﾏｽﾀﾞ　ｾﾂｶ 1600733 岐阜第一高校 ○ ○ ○

74 平尾　愛菜 ﾋﾗｵ　ｱｲﾅ 1402037 岐阜第一高校 ○ ○ ○

予備登録 橋本　優弥 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳﾔ 1401223 鹿屋体育大学

監督 岩﨑　孝雄 ｲﾜｻｷ ﾀｶｵ 9805534 たかお商店

75 野寺　　楓 ﾉﾃﾞﾗ ｶｴﾃﾞ 1301596 順天堂大学 ○ ○ ○

76 野寺　　梓 ﾉﾃﾞﾗ ｱｽﾞｻ 1502292 伊豆総合高校 ○ ○ ○

静岡
女子

福井
女子

岐阜 女子

三重

成年
男子

少年
男子

静岡

成年
男子

少年
男子

岐阜

成年
男子

少年
男子
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Communique4 

 

スケジュール

種　　　目 備　　考

11月10日 11:30 ～ 12:00 受　付 Room9

12:00 ～ 13:45 練習時間

16:30 17:00 受　付 Room9

17:00 18:30 練習時間

19:00 夕　食 サイテル食堂

11月11日 6：30 朝　食 サイテル食堂

7：30 開　門 駐車場側シャッター口横

　7：40 ～ 7：50 受　付 Room9

7：50 ～ 8：20 監督会議 Room9

8：25 ～ 8：55 競技役員打合せ Room9

7：50 ～ 8：10 練習時間（三重　愛知　静岡） 26名

8：10 ～ 8：30 練習時間（岐阜　長野） 25名

8：30 ～ 8：50 練習時間（福井　石川　富山） 25名

9：10 ～ 開会式 インフィールド内

9：30 ～ 少年男子 スプリント 5名 予選

成年男子 スプリント 5名 予選

9：50 男子 チーム・パーシュート 6チーム 単独走 決勝

10：45 女子 チーム・スプリント 3チーム 単独走 決勝

男子 チーム・スプリント 7チーム 単独走 決勝

休　　　憩

12：15 少年男子 1ｋｍタイムトライアル 6名 3組 決勝

成年男子 1ｋｍタイムトライアル 8名 4組 決勝

12：45 女子 スクラッチ（7.5km） 5名 決勝

少年男子 スクラッチ（7.5km） 6名 決勝

成年男子 スクラッチ（10km） 6名 決勝

13：45 少年男子 ポイント・レース（20km） 9名 1組 決勝

14：25 成年男子 ポイント・レース（25km） 12名 1組 決勝

15：10 少年男子 スプリント 3-4位決定戦1回戦

成年男子 スプリント 3-4位決定戦1回戦

少年男子 スプリント 決勝1回戦

成年男子 スプリント 決勝1回戦

少年男子 スプリント 3-4位決定戦2回戦

成年男子 スプリント 3-4位決定戦2回戦

少年男子 スプリント 決勝2回戦

成年男子 スプリント 決勝2回戦

15：45 女子 ケイリン 5名 1組 決勝

少年男子 ケイリン 5名 1組 決勝

成年男子 ケイリン 7名 1組 決勝

16：05 少年男子 スプリント 3-4位決定戦3回戦

成年男子 スプリント 3-4位決定戦3回戦

少年男子 スプリント 決勝3回戦

成年男子 スプリント 決勝3回戦

16：20 表　彰　式

時　　　間 人数・組

 


