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Communique1 

 

大会特別規則 

 

1. 200ｍTT において U13 で走路上坂部を走行できない選手は 1.5 周回のうち最後の 200ｍを計測する。 

2. U17 のギア比はジュニアのものを認める。 

U15 以下のギア比制限は、競技規則通りが望ましい。(U15 以下のギア比チェックは行わない) 

3. タイムトライアルはスターティング・マシンを使用する。但し 26 インチ以下の場合は手持ちとする。 

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。 

4. スターティング・マシンへのセットは、チーム・アテンダントが行うことが望ましい。チーム・アテンダントがいない場合は 

チームスタッフが、チームスタッフもいない場合は競技役員が行う。 

5. チーム・スプリント、チーム・パーシュートはタイムレースとし、タイムにより順位を決定する。 

6. 個人パーシュートのスタート方法は H/B 同時スタートとする。 

7. スプリントは予選タイム 1 位 2 位で決勝戦（2 回戦制）を、3 位 4 位で 3-4 位決定戦（1 回戦制）を行う。 

8. 男子（M）スプリントは参加者が少ないため、男子（E）と統合する。 

9. 女子ケイリンは 1 回戦 3 組を行ない、上位 2 名が決勝へ進出する。 

10. 男子（U17・Jr）ケイリンは 1 回戦 4 組を行い、各組上位 3 名が 2 回戦へ、2 回戦上位 3 名が決勝へ進出する。 

11. 男子（E）ケイリンは 1 回戦 2 組を行い、各組上位 3 名が決勝へ進出する 

12. 男子（M）ケイリンは参加者が少ないため男子（E）と統合する。 

13. 女子テンポ・レースは参加者が少ないため 7.5ｋｍから 5ｋｍに変更する。 

14. 男子（M）テンポ・レースは参加人数が少ないため中止し、男子（E）を 2 組行う。 

距離は 10ｋｍから 7.5ｋｍに変更する。ただし、当日欠場者があり 24 名以下になった場合は 1 組 10km で行う。 

15. 男子（M）ポイント・レースは参加人数が少ないため中止し、男子（E）を 2 組行う。 

距離は 30ｋｍから 25ｋｍに変更する。ただし、当日欠場者があり 24 名以下になった場合は 1 組 30km で行う。 

16. オンボードカメラの搭載は禁止する。 

 

注意事項 

 

1. 受付時にライセンス、伊豆サイクルクラブ会員証を提示し、ゼッケンを受け取ってください。競技終了後、ゼッケンは

返却して下さい。返却しない場合は 1,000 円の負担となります。平成 30 年度競技者登録をしていない U13・U15

は、当日のみの臨時登録になりますが、ライセンスは発行しません。 

2. タイムトライアル専用ヘルメットの使用はＴＴ・ＴＳに限り認めます。但し、集団走行練習時には使用できません。 

3. 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。 

4. ボディナンバー（ゼッケン） 

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 

テンポ・レース、ポイント・レースはスペシャルナンバーを使用する。 
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Communique1-2 

 

5. 周回練習はゼッケンを着用して行って下さい。周回練習は大会参加者のみとなります。 

6. 通常の周回練習はステイヤーライン上を走行し、スプリンターレーンは高速走行用になります。 

U13・U15 は走行レーンを指定しませんが、前の選手を追抜く際は右側から追抜いて下さい。ルールを守らない選

手は練習を中止させることがあります。 

7. 朝の周回練習の際、走路人数が 30 名を超えた場合は走路入場を制限することがあります。 

15～20 分で交代して下さい。 

8. 自転車検査・招集は開始 15 分前までに終了してください。 

9. 新品のタイヤは非常に滑りやすい為ご注意ください。 

 

 

 連絡事項 

入 場 

1. 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７：20 からとなります。 

2. 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。 

インフィールド内は、選手・チームスタッフのみとなります。 

 

受 付 

1. 受付はインフィールド内で行います。 

 

インフィールド 

1. 持参のローラー台を利用できます。 

2. 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。 

 

その他 

1. 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。 

2. 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プログラムの掲示

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。 

3. 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 

 

 

 

 

 

 

「東海医療学園専門学校アスレティックトレーナー専攻コース」の学生さんによるトレーナーブースを、3 コー

ナー下にご用意しております。 

選手、役員、付添の皆さまが無料でご利用になれます。学生さん達の実習の場として、是非ご協力をお願

いします。 

内容はストレッチ、マッサージ、テーピング等を行っていただけますので、レース前後にご利用下さい。 

 

時 間  11 時～18 時頃まで 

協 力  東海医療学園専門学校 

 

 

 

 

会 場 案 内 図 

トレーナーブースのご案内 

パールイ

ズミ出店 
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Communique3-1 

エントリーリスト訂正版 

№ 種別 競技者名 フリガナ 年齢 登録番号（下7桁） 登録地 学校/勤務先・チーム名 200ｍFTT 500ｍＴＴ ＩＰ ＳＰ ＫＥ ＴＰ ＰＲ ＴＳ ＴＰ

1 U13 大石　哲平 ｵｵｲｼ ﾃｯﾍﾟｲ 11 臨時登録 静岡 伊豆CSC ○ ○

2 U15 濱　　彩春 ﾊﾏ ｲﾛﾊ 13 1700560 神奈川 Akira Racing ○ ○

3 女子 渡邊ひかる ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｶﾙ 16 1702119 静岡 伊豆CSC 2km ○

4 女子 矢田　寿々 ﾔﾀ ｽｽﾞ 16 1600060 静岡 伊豆総合高校 ○ 15km

5 女子 野寺　　梓 ﾉﾃﾞﾗ ｱｽﾞｻ 18 1502292 静岡 伊豆総合高校 ○ 7.5km 野寺姉妹

6 女子 野寺　　楓 ﾉﾃﾞﾗ ｶｴﾃﾞ 20 1301596 静岡 順天堂大学 7.5km 15km 野寺姉妹

7 女子 飯田　風音 ｲｲﾀﾞ ｶｻﾞﾈ 17 1602659 埼玉 川越工業高校 2km ○

8 女子 中川　由理 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕﾘ 18 1600905 埼玉 川越工業高校 2km 7.5km 15km

9 女子 新井　美菜 ｱﾗｲ ﾐﾅ 19 1500980 埼玉 川越工業高校 3km 7.5km 15km

10 女子 諸田 吏音 ﾓﾛﾀ ﾘｵﾝ 16 1701258 埼玉 栄北高校 ○ 栄北

11 女子 堀口 結生 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾕｳﾐ 18 1601259 埼玉 栄北高校 2km 7.5km 栄北

12 女子 増田　たま ﾏｽﾀﾞ ﾀﾏ 17 4613101 埼玉 筑波大学付属坂戸高校 2km 7.5km 坂戸

13 女子 高橋　吹歌 ﾀｶﾊｼ ｽｲｶ 18 1301933 埼玉 筑波大学付属坂戸高校 2km 15km 坂戸

14 女子 阿部　セラ ｱﾍﾞ ｾﾗ 17 1701127 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ 2km ○ 15km ラバネロ

15 女子 永野　日和鈴 ﾅｶﾞﾉ ﾋﾖﾘ 17 1600216 東京 成蹊高校 2km ○ 15km ラバネロ

16 女子 小沼美由紀 ｵﾇﾏ ﾐﾕｷ 47 9700609 埼玉 スミタエイダイパールイズミ 2km

17 女子 太郎田水桜 ﾀﾛｳﾀﾞ ﾐｵ 17 1600217 東京 東京成徳大学高校 2km 7.5km 15km

18 女子 石上　夢乃 ｲｼｶﾞﾐ　ﾕﾉ 17 1600404 神奈川 横浜創学館高校 ○ 7.5km 15km

19 女子 杉川　愛希 ｽｷﾞｶﾜ ｱｷ 17 1702074 鳥取 倉吉西高校 2km ○ 15km 倉吉西

20 女子 宮本　杏夏 ﾐﾔﾓﾄ ｷｮｳｶ 17 1702075 鳥取 倉吉西高校 2km ○ 15km 倉吉西

21 女子 福田　夏生 ﾌｸﾀﾞ ﾅﾂｷ 17 1702073 鳥取 倉吉西高校 2km ○ 15km 倉吉西

22 女子 中村　愛花 ﾅｶﾑﾗ ｱｲｶ 20 1400605 福井 日本体育大学 3km

23 女子 岡本　二菜 ｵｶﾓﾄ ﾆﾅ 21 1300277 東京 日本体育大学 ○ 15km

24 女子 鈴木　媛子 ｽｽﾞｷ ﾋﾒｺ 20 1401128 山梨 山梨学院大学 ○ 7.5km

25 女子 永禮　美瑠 ﾅｶﾞﾚ ﾐﾙ 18 1100591 愛知 2km ○ 7.5km

26 女子 寸田　　桜 ｽﾝﾀﾞ ｻｸﾗ 19 1701351 京都 立命館大学 3km 15km

27 女子 福田　咲絵 ﾌｸﾀﾞ ｻｴ 23 1600652 神奈川 慶應義塾大学 3km 7.5km 15km

28 女子 中里　友香 ﾅｶｻﾞﾄ ﾕｶ 38 1500393 広島 eNShareCyclingTeam ○ 7.5km 15km

29 男子U17 千徳　竜輝 ｾﾝﾄｸ　ﾘｮｳｷ 16 1702936 埼玉 浦和北高校 ○ 7.5km 浦和北B 浦和北

30 男子U17 村瀬　大和 ﾑﾗｾ ﾔﾏﾄ 16 1701347 岐阜 岐阜第一高校 ○ ○ 岐阜

31 男子U17 柴田　大輝 ｼﾊﾞﾀ ﾀﾞｲｷ 16 1701996 静岡 静岡北高校 ○ 20km 静岡北

32 男子U17 渋谷　一斗 ｼﾌﾞﾔ ｲｯﾄ 16 1602675 沖縄 普天間高校 3km ○ 20km

33 男子Jr 黒川祐次郎 ｸﾛｶﾜﾕｳｼﾞﾛｳ 17 1701373 静岡 伊豆総合高校 ○ 7.5km 20km

34 男子Jr 剣持　知哉 ｹﾝﾓﾁ ﾄﾓﾔ 17 1702269 埼玉 浦和北高校 ○ ○ 7.5km 浦和北B 浦和北

35 男子Jr 金井　優樹 ｶﾅｲ ﾕｳｷ 17 1702271 埼玉 浦和北高校 7.5km 20km 浦和北B 浦和北

36 男子Jr 氏原真之介 ｳｼﾞﾊﾗ ｼﾝﾉｽｹ 17 1600863 埼玉 浦和北高校 3km ○ 7.5km 浦和北A 浦和北

37 男子Jr 今井　　希 ｲﾏｲ ﾉｿﾞﾐ 17 1600867 埼玉 浦和北高校 3km ○ 7.5km 浦和北A 浦和北

38 男子Jr 阿蘇　　暖 ｱｿ ﾀﾞﾝ 17 1600862 埼玉 浦和北高校 ○ ○ 7.5km 浦和北A 浦和北

39 男子Jr 園田　大智 ｿﾉﾀﾞ　ﾀｲﾁ 18 1600861 埼玉 浦和北高校 ○ 7.5km 20km 浦和北A 浦和北

40 男子Jr 重山　晃輝 ｼｹﾞﾔﾏ ｺｳｷ 18 1600868 埼玉 浦和北高校 ○ 7.5km 20km 浦和北B 浦和北

41 男子Jr 市田龍生都 ｲﾁﾀﾞ ﾘｭｳﾄ 17 1602360 福井 科学技術高校 ○ ○

42 男子Jr 竹澤　雅也 ﾀｹｻﾞﾜ ﾏｻﾔ 17 1602361 福井 科学技術高校 ○ ○

43 男子Jr 齋藤　知樹 ｻｲﾄｳ ﾄﾓｷ 18 1601289 福井 科学技術高校 3km  
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Communique3-2 

№ 種別 競技者名 フリガナ 年齢 登録番号（下7桁） 登録地 学校/勤務先・チーム名 200ｍFTT 500ｍＴＴ ＩＰ ＳＰ ＫＥ ＴＰ ＰＲ ＴＳ ＴＰ

44 男子Jr 小鷹　　昴 ｺﾀｶ ｽﾊﾞﾙ 17 1701228 埼玉 川越工業高校 ○ 20km

45 男子Jr 瀬川　皓稀 ｾｶﾞﾜ ｺｳｷ 17 1701227 埼玉 川越工業高校 ○ 20km

46 男子Jr 川田　真也 ｶﾜﾀ ｼﾝﾔ 18 1600908 埼玉 川越工業高校 7.5km 20km

47 男子Jr 荻野　　樹 ｵｷﾞﾉ ﾀﾂｷ 18 1600914 埼玉 川越工業高校 3km 7.5km

48 男子Jr 太田　龍希 ｵｵﾀ ﾘｭｳｷ 18 1502745 埼玉 川越工業高校 ○ ○

49 男子Jr 田中　岬生 ﾀﾅｶ ﾐｻｷ 18 1500240 埼玉 川越工業高校 3km 20km

50 男子Jr 山田　雄大 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 18 1600824 埼玉 川越工業高校 ○ ○

51 男子Jr 鈴木　翔太 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 18 1600915 埼玉 川越工業高校 7.5km 20km

52 男子Jr 野原　佑馬 ﾉﾊﾗ ﾕｳﾏ 18 1600912 埼玉 川越工業高校 3km ○

53 男子Jr 児玉虎之介 ｺﾀﾞﾏ ﾄﾗﾉｽｹ 17 1701348 岐阜 岐阜第一高校 ○ ○ 岐阜 岐阜

54 男子Jr 木村　天哉 ｷﾑﾗ ﾀｶﾔ 18 1600735 愛知 岐阜第一高校 ○ ○ 7.5km 岐阜

55 男子Jr 原　　崇泰 ﾊﾗ ﾀｶﾔｽ 18 1502572 東京 慶應義塾高校 20km 慶應義塾

56 男子Jr 風間　竜太 ｶｻﾞﾏ ﾘｭｳﾀ 18 1601791 山梨 甲府工業高校 7.5km 20km

57 男子Jr 中島　竜誠 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｭｳｾｲ 18 1601792 山梨 甲府工業高校 ○ ○

58 男子Jr 平松　和真 ﾋﾗﾏﾂ ｶｽﾞﾏ 18 1501422 山梨 甲府工業高校 3km 20km

59 男子Jr 髙橋　侑世 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｾｲ 17 1601074 埼玉 栄北高校 7.5km 20km

60 男子Jr 橋谷　成海 ﾊｼﾀﾆ ﾅﾙﾐ 18 1601670 埼玉 栄北高校 ○ ○

61 男子Jr 梶原　聖悟 ｶｼﾞﾜﾗ ｼｮｳｺﾞ 17 1701995 静岡 静岡北高校 ○ 20km 静岡北

62 男子Jr 安本　将人 ﾔｽﾓﾄ ﾏｻﾄ 17 1701993 静岡 静岡北高校 ○ 7.5km 静岡北

63 男子Jr 海野　有輝 ｳﾝﾉ ﾕｳｷ 17 1701994 静岡 静岡北高校 ○ 7.5km 静岡北

64 男子Jr 檜村　奏太 ﾋﾑﾗ ｿｳﾀ 17 1401674 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ 3km 7.5km 20km

65 男子Jr 渡邉　雅也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾔ 17 1600759 静岡 星陵高校 ○ ○ 20km

66 男子Jr 長田　龍拳 ｵｻﾀﾞ ﾘｭｳｹﾝ 18 1600758 静岡 星陵高校 ○ ○ 20km

67 男子Jr 望月　悠喜 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳｷ 18 1600761 静岡 星陵高校 7.5km 20km

68 男子Jr 中津川　開 ﾅｶﾂｶﾞﾜ ｶｲ 17 1601751 静岡 浜松学院高校 3km 7.5km 20km

69 男子Jr 岡田　亮太 ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 18 1600840 東京 都立八王子桑志 7.5km 20km

70 男子Jr 長安　柊哉 ﾅｶﾞﾔｽ ｼｭｳﾔ 18 1702077 鳥取 倉吉西高校 3km ○ ○

71 男子Jr 小谷倫太郎 ｺﾀﾞﾆ ﾘﾝﾀﾛｳ 18 1601726 鳥取 倉吉西高校 3km ○ ○

72 男子E 岡村　郁弥 ｵｶﾑﾗ ｲｸﾐ 18 1501442 岡山 eNShareCyclingTeam 10km 30km

73 男子E 佐々木洸太 ｻｻｷ ｺｳﾀ 19 1500743 埼玉 浦和工業高校 4km 30km

74 男子E 萩原　一輝 ﾊｷﾞﾜﾗ ｶｽﾞｷ 19 1402278 群馬 ○

75 男子E 清水　大樹 ｼﾐｽﾞ ﾀｲｷ 19 1201870 神奈川 横浜高校 4km 10km

76 男子E 津田　悠太 ﾀﾀﾞ ﾕｳﾀ 19 1500036 静岡 SM Bros. 10km 30km

77 男子E 青島　敬佑 ｱｵｼﾏ ｹｲｽｹ 19 1501198 静岡 静岡北高校 10km 30km

78 男子E 依田　翔大 ﾖﾀﾞ ｼｮｳﾀ 19 1501841 山梨 甲府工業高校 4km 10km 30km

79 男子E 西脇　智樹 ﾆｼﾜｷ ﾄﾓｷ 19 1500849 滋賀 10km 30km

80 男子E 島津　尚弥 ｼﾏﾂﾞ ﾅｵﾔ 19 1501476 広島 崇徳高校 10km 30km

81 男子E 山住虎太郎 ﾔﾏｽﾞﾐ ｺﾀﾛｳ 20 1401104 兵庫 立命館大学 10km 30km

82 男子E 高原　渓人 ﾀｶﾊﾗ ｹｲﾄ 22 1200835 静岡 朝日大学 4km 10km 30km

83 男子E 名取　蒼平 ﾅﾄﾘ ｿｳﾍｲ 20 1401544 山梨 山梨学院大学 ○ ○

84 男子E 鈴木　陸来 ｽｽﾞｷ ﾘｯｸ 22 1201185 静岡 法政大学 ○ ○ 30km

85 男子E 寺﨑　浩平 ﾃﾗｻｷ ｺｳﾍｲ 24 0900707 福井 福井県体育協会 ○ 福井県

86 男子E 碇　　優太 ｲｶﾘ ﾕｳﾀ 27 700706 福井 福井県体育協会 ○ 福井県

87 男子E 廣瀬　元輝 ﾋﾛｾ ﾊﾙｷ 24 901268 福井 福井県経済連 4km 福井県  
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88 男子E 平澤　輝一 ﾋﾗｻﾜ ｷｲﾁ 20 1401122 静岡 フィッツ ○ ○ 10km

89 男子E 安彦　統賀 ｱﾋﾞｺ ﾑﾈﾖｼ 19 1400838 埼玉 日本体育大学 10km 30km 日体大

90 男子E 關根　論容 ｾｷﾈ ﾉﾘﾋﾛ 20 1401725 埼玉 日本体育大学 4km 30km

91 男子E 山下　祥平 ﾔﾏｼﾀ ｼｮｳﾍｲ 21 1200785 愛媛 日本体育大学 4km 10km 日体大

92 男子E 安田　　開 ﾔｽﾀﾞ ｶｲ 21 1200630 京都 日本体育大学 10km 日体大

93 男子E 古賀　友康 ｺｶ ﾞﾄﾓﾔｽ 22 1001687 長崎 日本体育大学 30km 日体大

94 男子E 松岡　辰秦 ﾏﾂｵｶ ﾀﾂﾋﾛ 22 1201591 熊本 日本体育大学 ○ ○

95 男子E 松本　京太 ﾏﾂﾓﾄ ｷｮｳﾀ 20 1401169 静岡 日本体育大学 4km ○ 30km

96 男子E 末廣　快理 ｽｴﾋﾛ ｶｲﾘ 20 1400994 兵庫 同志社大学 ○ ○

97 男子E 島　　奨乃 ｼﾏ ｼｮｳﾉ 20 1700475 大阪 同志社大学 4km ○

98 男子E 新谷　佳史 ｼﾝﾀﾆ ﾖｼﾌﾐ 22 1601778 東京 東京大学 10km 30km 東大

99 男子E 岡野　　諒 ｵｶﾉ ﾘｮｳ 22 1601781 東京 東京大学 4km 30km 東大

100 男子E 井上功一朗 ｲﾉｳｴ ｺｳｲﾁﾛｳ 22 1502044 東京 東京大学 10km 30km 東大

101 男子E 長岡　能活 ﾅｶﾞｵｶ ﾖｼｶﾂ 22 1501908 神奈川 東京大学 10km 30km 東大

102 男子E 堀江　省吾 ﾎﾘｴ ｼｮｳｺ 21 1502022 長野 信州大学 ○ ○

103 男子E 増田　遼馬 ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 23 1502019 長野 信州大学 ○ 10km

104 男子E 岸田　　剛 ｷｼﾀﾞ ﾀｹｼ 19 1400929 福井 鹿屋体育大学 ○ 福井県

105 男子E 竹澤　啓介 ﾀｹｻﾞﾜ ｹｲｽｹ 20 1400926 福井 鹿屋体育大学 4km 福井県

106 男子E 大前　　翔 ｵｵﾏｴ ｶｹﾙ 21 1301575 神奈川 慶應義塾大学 10km 30km 慶應義塾

107 男子E 小野　一希 ｵﾉ ｶｽﾞｷ 22 1502028 神奈川 慶應義塾大学 10km 30km 慶應義塾

108 男子E 宮本　隆司 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｶｼ 22 1201812 神奈川 慶應義塾大学 10km 30km 慶應義塾

109 男子E 山口　直樹 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵｷ 22 1401815 神奈川 慶應義塾大学 ○ 10km

110 男子E 小嶋　渓円 ｺｼﾞﾏ ｹｲｴﾝ 22 1500184 神奈川 Leomo Bellmare ○ 30km

111 男子E 浜田　　樹 ﾊﾏﾀﾞ ｲﾂｷ 20 1401224 大阪 大阪産業大学 ○ 10km

112 男子E 植益 和行 ｳｴﾏｽ ｶｽﾞﾕｷ 21 1300702 大阪 大阪産業大学 10km 30km

113 男子E 関根　啓総 ｾｷﾈ ﾋﾛﾐﾁ 23 1201799 埼玉 サイタマサイクルプロジェクト 4km 30km

114 男子E 小西　昇平 ｺﾆｼ ｼｮｳﾍｲ 25 1601973 東京 team 自転車処 風輪 ○ ○

115 男子E 長尾 宏樹 ﾅｶﾞｵ ﾋﾛｷ 25 14016705 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ ○ 30km

116 男子E 丸田　友之 ﾏﾙﾀ ﾄﾓﾕｷ 38 1100689 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ 4km 30km

117 男子E JASUMIN,Ten,have ｼﾞｬｽﾐﾝﾃｨﾝﾊﾌﾞ 29 1703010 愛知 Circles-Simworks 4km ○ 岐阜

118 男子E 平塚　吉光 ﾋﾗﾂｶ ﾖｼﾐﾂ 30 9900243 静岡 チーム右京 10km 30km

119 男子E 篠原　　徹 ｼﾉﾊﾗ ﾄｵﾙ 30 600981 茨城 イナーメ信濃山形 4km 10km

120 男子E 藤田　征樹 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻｷ 33 0701330 茨城 チーム・チェブロ 4km 10km

121 男子E 加地　邦彦 ｶｼﾞ ｸﾆﾋｺ 43 901780 東京 LEOMO　Bellmare Racing Team ○ ○

122 男子E 児玉　利文 ｺﾀﾞﾏ ﾄｼﾌﾐ 44 1703484 岐阜 sfidare WORKSE 4km 岐阜

123 男子E 高橋　伸成 ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞｼｹﾞ 51 1200031 静岡 FIETS GOREN 4km 10km 30km

124 男子M 金井　慎次 ｶﾅｲ ｼﾝｼﾞ 38 9901604 静岡 ガスも電気も。静岡ガス 3km 10km 30km

125 男子M 丸山　泰志 ﾏﾙﾔﾏ ﾔｽｼ 39 9800654 愛知 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ ○ 30km

126 男子M 佐々木恒輔 ｻｻｷ ｺｳｽｹ 44 1200425 島根 BUCYOcoffee.CLT 3km ○ 岐阜

127 男子M 山口　忠行 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾀﾞﾕｷ 48 0300650 広島 eNShareCyclingTeam 10km 30km

128 男子M 丸山　繁一 ﾏﾙﾔﾏ ｼｹﾞｶｽﾞ 53 9900389 兵庫 TEAM HERO 2km

129 男子E 勝呂　真至 ｽｸﾞﾛ ﾏｻｼ 19 1401063 静岡 朝日大学 ○ 10km  
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Communique4 

スケジュール

種　　　目 人数・組

7：20 開　門

　7：30 ～ 　8：00 受　付

7：35 ～ 8：30 練習時間

8：30 ～ 8：40 練習時間（U13・U15）

8：50 ～ U13 200ｍタイムトライアル 1名 決勝

U15 200ｍタイムトライアル 1名 決勝

男子（U17・Jr） スプリント 19名 予選

男子（E・M） スプリント 17名 予選

女子 個人パーシュート（2km） 14名 7組 決勝

女子 個人パーシュート（3km） 4名 2組 決勝

10：30 ～ 11：00 受　付

男子（U17・Jr） 個人パーシュート（3km） 12名 6組 決勝

男子（E・M） 個人パーシュート（4km） 18名 9組 決勝

男子（M） 個人パーシュート（3km） 2名 1組 決勝

男子（M） 個人パーシュート（2km） 1名 1組 決勝

12：00 ～ 12：30 受　付

12：20 ～ 12：25 U13・U15 タイムトライアル（500m） 2名 1 決勝

12：30 ～ 13：15 表彰式（200ｍTT、TT、IP）休憩/練習時間

13：15 ～ 女子 ケイリン 15名 3組 １回戦

男子（U17・Jr） ケイリン 25名 4組 １回戦

男子（E・M） ケイリン 14名 2組 １回戦

男子（U17・Jr） スプリント 決勝1回戦

男子（E） スプリント 決勝1回戦

男子（U17・Jr） スプリント 3-4位決定戦

男子（E） スプリント 3-4位決定戦

男子（U17・Jr） スプリント 決勝2・3回戦

男子（E） スプリント 決勝2・3回戦

男子（U17・Jr） チーム・パーシュート 2組 単独走 決勝

男子（E・M） チーム・パーシュート 5組 単独走 決勝

女子 チーム・スプリント 5組 単独走 決勝

男子（U17・Jr） チーム・スプリント 2組 単独走 決勝

男子（E・M） チーム・スプリント 1組 単独走 決勝

男子（U17・Jr） ケイリン 12名 2組 １回戦

女子 テンポ・レース（5ｋｍ） 12名 決勝

男子（U17・Jr） テンポ・レース（7.5ｋｍ） 21名 決勝

男子（E） テンポ・レース（7.5ｋｍ） 29名 2組 決勝

17：20 ～ 18：00 表彰式（SP、TS、TP）休憩/練習時間

18：05 ～ 女子 ケイリン 6名 決勝

男子（U17・Jr） ケイリン 6名 決勝

男子（E） ケイリン 6名 決勝

18：25 表彰式（KE）

18：30 ～ 女子 ポイント・レース（15km） 16名 決勝

男子（U17・Jr） ポイント・レース（20km） 22名 決勝

男子（E・M） ポイント・レース（25km） 31名 2組 決勝

20：40 ～ 表彰式（PR）

時　　　間 内　　　容

 


