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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. 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（2 回戦制）を行う。 

6. ケイリンは、下記のとおりとする。 

① 女子は 1 回戦 2 組行い、各組上位 3 名が決勝へ進出する。 

② 男子（E）は 1 回戦 3 組行い、各組上 2 名が決勝へ進出する。 

7. 男子（U17・Jr）オムニアムは予選をポイント・レース３組、距離 7.5km で行う。 

予選各組上位 6 名、合計 18 名は決勝戦に進み、予選各組 7 位以下は男子（U17・Jr）Ｂオムニアム・Ｃオムニア

ムを行う。 

男子（U17・Jr）B・C オムニアムは下記のとおりとする。 

① 5km スクラッチ 

② 5ｋｍテンポ・レース 

③ エリミネイション 

④ 15ｋｍポイント・レース 

8. 男子ポイント・レースは 25 ㎞を 30 ㎞に変更する。 

9. オムニアム及びポイント・レース（男子・女子）はスペシャルゼッケンとアームゼッケン（両腕）を使用する。 

10. 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 2019 ライセンスまたは登録完了の証明になるもの、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。2019

年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. 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 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                      ゼッケン間は 5～10cm 離すこと 
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3. 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。 

4. 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。 

5. 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。 

6. 自転車検査・招集は開始 15 分前までに終了してください。 

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. 安全のため、集団走行中はハンドルの下部をしっかり握ってください。 

 

 

 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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「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。また、有料（500 円）マッサー

ジもあります。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 

 

 

トレーナーブースのご案内 

会 場 案 内 図 
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※2019年中に達する年齢

№ 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 ＴＴ ＳＰ ＫＥ ＰＲ ＯＭ

1 U13 大石　哲平 オオイシ テッペイ 11 臨時登録 静岡 伊豆CSC ○ ○

2 U15 杉浦　功直 ｽｷﾞｳﾗ ｺﾅ 14 1802621 愛知 岡崎市矢作北中学校 ○ ○

3 女子 中村　美咲 ﾅｶﾑﾗ ﾐｻｷ 16 1801834 埼玉 浦和北高校 ○ ○ 15km

4 女子 諸田　吏音 ﾓﾛﾀ ﾘｵﾝ 17 1701258 埼玉 栄北高校 ○ ○

5 女子 増田　たま ﾏｽﾀﾞ ﾀﾏ 18 1702035 埼玉 筑波大学附属坂戸高等学校 ○ 15km

6 女子 永野日和鈴 ﾅｶﾞﾉ ﾋﾖﾘ 18 1600216 東京 成蹊高校 ○ 15km

7 女子 太郎田水桜 ﾀﾛｳﾀﾞ ﾐｵ 18 1600217 東京 東京成徳大学高校 ○ 15km

8 女子 阿部　セラ ｱﾍﾞ ｾﾗ 18 17385 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ ○ ○ 15km

9 女子 岡本　ニ菜 ｵｶﾓﾄ ﾆﾅ 22 1300276 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ ○ ○ 15km

10 女子 渡邊ひかる ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｶﾙ 17 1702119 静岡 伊豆CSC ○ 15km

11 女子 杉浦　菜留 ｽｷﾞｳﾗ ﾅﾙ 19 1602536 愛知 岡崎市城西高校 ○ ○

12 女子 若原梨々花 ﾜｶﾊﾗ ﾘﾘｶ 16 1801942 岐阜 岐阜第一高等学校 ○ ○ 15km

13 女子 渡邊　晴香 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙｶ 17 1801982 鳥取 倉吉西高校 ○ ○ ○

14 女子 宮本　杏夏 ﾐﾔﾓﾄ ｷｮｳｶ 18 1702075 鳥取 倉吉西高校 ○ ○ ○

15 女子 福田　夏生 ﾌｸﾀﾞ ﾅﾂｷ 18 1702073 鳥取 倉吉西高校 ○ ○ 15km

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

17 女子 下条　未悠 ｹﾞｼﾞｮｳ ﾐﾕ 19 1502101 富山 氷見高校 ○

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

19 女子 野寺　　梓 ﾉﾃﾞﾗ ｱｽﾞｻ 19 1502292 静岡 伊豆総合高校 ○ 15km

20 女子 鈴木保乃華 ｽｽﾞｷ ﾎﾉｶ 20 1500929 静岡 法政大学 ○ 15km

21 女子 野寺　　楓 ﾉﾃﾞﾗ ｶｴﾃﾞ 21 1301596 静岡 順天堂大学 ○ ○ 15km

22 女子 山口　真未 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾐ 27 1800373 茨城 エクストリームつくば ○ ○

23 女子 越田恵美子 ｺｼﾀﾞ ｴﾐｺ 44 1800705 石川 KEIG ○ ○

24 男子E 川田　真也 ｶﾜﾀﾞ ｼﾝﾔ 19 1600908 埼玉 埼玉県自転車競技連盟 30km

25 男子E 山田　雄大 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 19 1600824 埼玉 埼玉県立川越工業高校 ○ ○

26 男子E 森田　一郎 ﾓﾘﾀ ｲﾁﾛｳ 18 1601230 埼玉 埼玉県立杉戸農業高校 ○ ○

27 男子E 湯浅　博貴 ﾕｱｻ ﾋﾛﾀｶ 18 1601077 埼玉 EQADS ○ 30km

28 男子E 小笠原匠海 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾀｸﾐ 19 1501112 東京 EQADS ○ 30km

29 男子E 松田　祥位 ﾏﾂﾀﾞ ｼｮｳｲ 20 1500848 岐阜 EQADS ○ 30km

30 男子E 渡邉　　歩 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾕﾑ 21 1101375 福島 EQADS ○ 30km

31 男子E 鈴木　雅大 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 21 1201560 東京 AutoBahn Gotemba ○

32 男子E 小出　　樹 ｺｲﾃﾞ ｲﾂｷ 19 1501574 長野 京都産業大学 ○ 30km

33 男子E 渡邉　　鈴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚ 19 1501577 長野 イナーメ信濃山形 ○ 30km

34 男子E 中村龍太郎 ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳﾀﾛｳ 29 0900955 千葉 イナーメ信濃山形 ○ 30km

35 男子E 野間　優一 ﾉﾏ ﾕｳｲﾁ 27 1800829 茨城 エクストリームつくば ○

36 男子E 相原晴一郎 ｱｲﾊﾗ ｾｲｲﾁﾛｳ 20 1502111 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ ○ 30km

37 男子E 長尾　宏樹 ﾅｶﾞｵ ﾋﾛｷ 26 19930521 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ ○ ○

38 男子E 千葉　将太 ﾁﾊﾞｼｮｳﾀ 21 1601775 東京 東京大学 ○ ○

39 男子E 新谷　佳史 ｼﾝﾀﾆ ﾖｼﾌﾐ 23 1601778 東京 東京大学 ○ ○

40 男子E 小林　清仁 ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾖﾋﾄ 34 0100802 東京 日本航空電子 ○ ○
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※2019年中に達する年齢

№ 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 ＴＴ ＳＰ ＫＥ ＰＲ ＯＭ

41 男子E 八幡　光哉 ﾔﾊﾀ ﾐﾂﾔ 35 1500217 東京 FORCE ○ ○ 30km

42 男子E 長田　龍拳 ｵｻﾀﾞﾘｭｳｹﾝ 19 1600758 静岡 星陵高校 ○ ○

43 男子E 平塚　吉光 ﾋﾗﾂｶ ﾖｼﾐﾂ 31 9900243 静岡 チームブリヂストンサイクリング ○ 30km

44 男子E 青島　敬佑 ｱｵｼﾏ ｹｲｽｹ 20 1501198 静岡 法政大学 ○ 30km

45 男子E 蠣崎　優仁 ｶｷｻﾞｷ ﾕｳｼﾞﾝ 20 1201640 静岡 EQADS ○ ○ 30km

46 男子E 松本　京太 ﾏﾂﾓﾄ ｷｮｳﾀ 21 1401169 静岡 日本体育大学 ○ ○

47 男子E 中川　聖大 ﾅｶｶﾞﾜ ｾｲﾀﾞｲ 21 1700391 静岡 日本大学 ○ ○

48 男子E 坂野龍太郎 ｻｶﾉ ﾘｭｳﾀﾛｳ 22 1301094 静岡  KANAGAWA Seagull ○ ○

49 男子E 髙原　渓人 ﾀｶﾊﾗ ｹｲﾄ 23 1200835 静岡 朝日大学 ○ 30km

50 男子E 末廣　快理 ｽｴﾋﾛ ｶｲﾘ 21 1400994 兵庫 同志社大学 ○ ○

51 男子E 島　　奨乃 ｼﾏ ｼｮｳﾉ 21 1700475 大阪 同志社大学 ○ ○

52 男子E 河地　拓巳 ｶﾜﾁ ﾀｸﾐ 20 1801446 京都 龍谷大学 ○ ○ 30km

53 男子E 仲野　結音 ﾅｶﾉ ﾕｳﾄ 20 1602455 大阪 ○ ○

54 男子E 姫野　正志 ﾋﾒﾉ ﾏｻｼ 33 101066 兵庫 ゼロウノフロンティア ○ ○

55 男子E 児玉　利文 ｺﾀﾞﾏ ﾄｼﾌﾐ 44 1703484 岐阜 sfiDARE CRIT JAPAN ○ 30km

56 男子E 高橋　伸成 ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞｼｹﾞ 52 1200031 静岡 FIETS GROEN ○ 30km

57 男子M 小池　岳太 ｺｲｹ ｶﾞｸﾀ 37 ０９１３１１ 長野 positivo ○ ○

58 男子M 丸田　友之 ﾏﾙﾀ ﾄﾓﾕｷ 39 1100689 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ ○ 20km

59 男子M 筧　　太一 ｶｹｲ ﾀｲﾁ 48 9701396 愛知 BUCYO COFFEE/CLTcyc ○ 20km

60 男子U17 田中　天拳 ﾀﾅｶ ﾃﾝｹﾞﾝ 16 1801832 埼玉 浦和北高校 ○

61 男子U17 福田　晃司 ﾌｸﾀﾞ ｺｳｼﾞ 16 1801835 埼玉 浦和北高校 ○

62 男子Jr 木村　寛己 ｷﾑﾗ ﾋﾛﾐ 17 1801826 埼玉 浦和北高校 ○

63 男子Jr 佐藤　寿賢 ｻﾄｳ ﾄｼﾏｻ 17 1801828 埼玉 浦和北高校 ○

64 男子Jr 石井麻希斗 ｲｼｲ　ﾏｷﾄ 17 1502274 埼玉 浦和北高校 ○

65 男子Jr 澁川竜太郎 ｼﾌﾞｶﾜ ﾘｭｳﾀﾛｳ 17 1801829 埼玉 浦和北高校 ○

66 男子Jr 加藤幸之介 ｶﾄｳ ｺｳﾉｽｹ 17 1801825 埼玉 浦和北高校 ○

67 男子Jr 滝沢　悠人 ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 17 1801833 埼玉 浦和北高校 ○

68 男子Jr 鈴木　拓磨 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾏ 17 1801830 埼玉 浦和北高校 ○

69 男子Jr 金井　優樹 ｶﾅｲ ﾕｳｷ 18 1702271 埼玉 浦和北高校 ○

70 男子Jr 青木　　将 ｱｵｷ ﾏｻﾙ 17 1801644 埼玉 栄北高校 ○

71 男子Jr 杉岡　涼平 ｽｷﾞｵｶ ﾘｮｳﾍｲ 17 1801636 埼玉 栄北高校 ○

72 男子Jr 平井　基暉 ﾋﾗｲ ﾓﾄｷ 17 1801640 埼玉 栄北高校 ○

73 男子Jr 草間　海洲 ｸｻﾏ ｶｲｼｭｳ 17 1701256 埼玉 栄北高校 ○

74 男子Jr 田島　颯太 ﾀｼﾞﾏｿｳﾀ 18 1701251 埼玉 栄北高校 〇

75 男子Jr 池田　悠里 ｲｹﾀﾞﾕｳﾘ 18 1701254 埼玉 栄北高校 〇

76 男子Jr 川崎　三織 ｶﾜｻｷ ﾐｵﾘ 18 1701257 埼玉 栄北高校 ○

77 男子Jr 新井　志駿 ｱﾗｲ ﾕｷﾄｼ 18 1701255 埼玉 栄北高校 〇

78 男子Jr 町田　啓剛 ﾏﾁﾀﾞ ｹｲｺﾞｳ 17 1400563 埼玉 筑波大学附属坂戸高等校 ○

79 男子Jr 緒方　恵敬 ｵｶﾞﾀ ﾋﾛﾀｶ 18 1702032 埼玉 筑波大学附属坂戸高校 ○

80 男子Jr 立石　剛大 ﾀﾃｲｼ ｺﾞｳﾀ 18 1702031 埼玉 筑波大学附属坂戸高校 ○
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※2019年中に達する年齢

№ 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 ＴＴ ＳＰ ＫＥ ＰＲ ＯＭ

81 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 ○

82 男子Jr 澤田　侑児 ｻﾜﾀﾞ ﾕﾆ 18 1600493 東京 都立八王子桑志高校 〇

83 男子Jr 北林　大地 ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲﾁ 18 1701937 東京 都立八王子桑志高校 ○

84 男子U17 大塚　　響 ｵｵﾂｶ ﾋﾋﾞｷ 16 1801201 神奈川 横浜高校 ○

85 男子Jr 伊澤　将也 ｲｻﾞﾜ ﾏｻﾔ 17 1702431 神奈川 横浜高校 〇

86 男子Jr 末木　克典 ｽｴｷ ｶﾂﾉﾘ 18 1702008 山梨 山梨県立甲府工業高校 ○

87 男子Jr 武井　稜哉 ﾀｹｲ ﾘｮｳﾔ 18 1700055 山梨 山梨県立日川高校 ○

88 男子Jr 黒川祐次郎 ｸﾛｶﾜ ﾕｳｼﾞﾛｳ 18 1701373 静岡 伊豆総合高校 ○

89 男子Jr 柴田　大輝 ｼﾊﾞﾀ ﾀﾞｲｷ 17 1701996 静岡 静岡北高校 ○

90 男子Jr 梶原　聖悟 ｶｼﾞﾜﾗ ｼｮｳｺﾞ 18 1701995 静岡 静岡北高校 ○

91 男子Jr 海野　有輝 ｳﾝﾉ ﾕｳｷ 18 1701994 静岡 静岡北高校 ○

92 男子Jr 中津川　開 ﾅｶﾂｶﾞﾜ ｶｲ 18 1601751 静岡 浜松学院高校 ○

93 男子Jr 末田　幸照 ｽｴﾀﾞ ｺｳｷ 17 1801563 静岡 星陵高校 ○

94 男子Jr 菅野　哲平 ｶﾝﾉ ﾃｯﾍﾟｲ 17 1801565 静岡 星陵高校 ○

95 男子Jr 高梨万里王 ﾀﾏｼﾏ ﾏﾘｵ 18 1501711 静岡 星陵高校 ○

96 男子U17 若原　琢磨 ﾜｶﾊﾗ ﾀｸﾏ 16 1801941 岐阜 岐阜第一高校 ○

97 男子Jr 西澤　優聖 ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｳｾｲ 17 1801938 岐阜 岐阜第一高校 ○

98 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 ○

99 男子U17 坂井　俊介 ｻｶｲ ｼｭﾝｽｹ 16 1801053 富山 氷見高校 ○

100 男子Jr 北嶋　桂大 ｷﾀｼﾏ ｹｲﾀ 17 1801447 富山 氷見高校 ○

101 男子Jr 林　佳宗依 ﾊﾔｼ ｶﾑｲ 18 1702422 富山 氷見高校 ○

102 男子Jr 中村　圭吾 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｺﾞ 18 1702423 富山 氷見高校 ○

103 男子Jr 稲葉　勇登 ｲﾅﾊﾞﾕｳﾄ 17 1801572 愛媛 松山聖陵高校 ○

104 男子Jr 目附　　光 ﾒﾂｹ ﾋｶﾙ 17 1801399 愛媛 松山聖陵高校 ○

105 男子Jr 山本 大智 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ 17 1702025 愛媛 松山聖陵高校 ○

106 男子Jr 安倍　周作 ｱﾍﾞｼｭｳｻｸ 18 1702026 愛媛 松山聖陵高校 ○

107 男子U17 石川　大介 ｲｼｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 16 1801978 鳥取 倉吉西高校 ○

108 男子Jr 中西　輝充 ﾅｶﾆｼ ﾃﾙﾐﾂ 17 1801980 鳥取 倉吉西高校 ○
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スケジュール予定

種　　　目 人数・組

7：20 開　門

　7：30 ～ 　8：00 受　付

7：35 ～ 8：40 練習時間

8：40 ～ 8：50 練習時間（U15以下）

9：00 ～ 男子（U17・Jr） オムニアム予選（ポイント・レース） 49名 ３組 予選（7.5km）

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

女子 スプリント 10名 予選

男子（E） スプリント 11名 予選

男子（U17・Jr）C オムニアムⅠ 15名 スクラッチ（5km）

男子（U17・Jr）B オムニアムⅠ 16名 スクラッチ（5km）

男子（U17・Jr） オムニアムⅠ 18名 スクラッチ（7.5km）

U13 タイムトライアル（500m） 1名 1組 決勝

U15 タイムトライアル（1km） 1名 1組 決勝

女子 スプリント 3-4位決定戦1回戦

男子（E） スプリント 3-4位決定戦1回戦

女子 スプリント 決勝1回戦

男子（E） スプリント 決勝1回戦

女子 スプリント 3-4位決定戦2･3回戦

男子（E） スプリント 3-4位決定戦2･3回戦

女子 スプリント 決勝2・3回戦

12：10 男子（E） スプリント 決勝2・3回戦

12：00 12：30 受　付

12：15 ～ 13：05 表彰式（200ｍTT、TT（U13・U15）　SP）休憩

13：10 男子（U17・Jr）C オムニアムⅡ 15名 テンポ・レース(5ｋｍ）

男子（U17・Jr）B オムニアムⅡ 16名 テンポ・レース(5ｋｍ）

男子（U17・Jr） オムニアムⅡ 18名 テンポ・レース(7.5ｋｍ）

女子 ケイリン 10名 2組 1回戦

男子（E） ケイリン 17名 ３組 1回戦

女子 ポイント・レース（15km） 13名 決勝

男子（E） ポイント・レース（30km） 19名 決勝

男子（U17・Jr）C オムニアムⅢ 15名 エリミネイション

男子（U17・Jr）B オムニアムⅢ 16名 エリミネイション

男子（U17・Jr） オムニアムⅢ 18名 エリミネイション

女子 タイムトライアル（500m） 18名 9組 決勝

17：40 男子（E・M） タイムトライアル（1km） 24名 12組 決勝

17：45 18：25 表彰式（PR、TT）

18：30 女子 ケイリン 6名 決勝

男子（E） ケイリン 6名 決勝

男子（U17・Jr）C オムニアム決勝 15名 ポイント・レース（15km）

男子（U17・Jr）B オムニアム決勝 16名 ポイント・レース（15km）

20：00 男子（U17・Jr） オムニアム決勝 18名 ポイント・レース（20km）

20：05 表彰式（KE、OM）

時　　　間 内　　　容



2018 ワンデイ・トラックレースウインターシリーズ第 2 戦 

2019 年 1 月 5 日（土） 伊豆ベロドローム   主催：一般社団法人静岡県自転車競技連盟    

                        

競輪の補助事業 この事業は、競輪の補助を受けています。 

http://hojo.keirin-autorace.or.jp 

Communique５ 

 

男子（U17/Jr）オムニアム予選　1組
＜Start List/組合せ＞ 40 laps(10km)

＃ № 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 チーム名 順位

＜アウト側よりスタート＞

1 76 川崎　三織 ｶﾜｻｷ ﾐｵﾘ 埼玉 栄北高校

3 95 高梨万里王 ﾀﾏｼﾏ ﾏﾘｵ 静岡 星陵高校

5 77 新井　志駿 ｱﾗｲ ﾕｷﾄｼ 埼玉 栄北高校

7 96 若原　琢磨 ﾜｶﾊﾗ ﾀｸﾏ 岐阜 岐阜第一高校

9 86 末木　克典 ｽｴｷ ｶﾂﾉﾘ 山梨 山梨県立甲府工業高校

11 104 目附　　光 ﾒﾂｹ ﾋｶﾙ 愛媛 松山聖陵高校

13 62 木村　寛己 ｷﾑﾗ ﾋﾛﾐ 埼玉 浦和北高校

15 65 澁川竜太郎 ｼﾌﾞｶﾜ ﾘｭｳﾀﾛｳ 埼玉 浦和北高校

17 99 坂井　俊介 ｻｶｲ ｼｭﾝｽｹ 富山 氷見高校 DNS

＜イン側よりスタート＞

2 83 北林　大地 ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲﾁ 東京 都立八王子桑志高校

4 73 草間　海洲 ｸｻﾏ ｶｲｼｭｳ 埼玉 栄北高校

6 78 町田　啓剛 ﾏﾁﾀﾞ ｹｲｺﾞｳ 埼玉 筑波大学附属坂戸高等校

8 101 林　佳宗依 ﾊﾔｼ ｶﾑｲ 富山 氷見高校

10 89 柴田　大輝 ｼﾊﾞﾀ ﾀﾞｲｷ 静岡 静岡北高校

12 103 稲葉　勇登 ｲﾅﾊﾞﾕｳﾄ 愛媛 松山聖陵高校

14 63 佐藤　寿賢 ｻﾄｳ ﾄｼﾏｻ 埼玉 浦和北高校

16 68 鈴木　拓磨 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾏ 埼玉 浦和北高校

男子（U17/Jr）オムニアム予選　2組
＜Start List/組合せ＞ 40 laps(10km)

＃ № 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 チーム名 順位

＜アウト側よりスタート＞

1 92 中津川　開 ﾅｶﾂｶﾞﾜ ｶｲ 静岡 浜松学院高校

3 82 澤田　侑児 ｻﾜﾀﾞ ﾕﾆ 東京 都立八王子桑志高校

5 79 緒方　恵敬 ｵｶﾞﾀ ﾋﾛﾀｶ 埼玉 筑波大学附属坂戸高校

7 97 西澤　優聖 ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｳｾｲ 岐阜 岐阜第一高校

9 108 中西　輝充 ﾅｶﾆｼ ﾃﾙﾐﾂ 鳥取 倉吉西高校

11 106 安倍　周作 ｱﾍﾞｼｭｳｻｸ 愛媛 松山聖陵高校

13 72 平井　基暉 ﾋﾗｲ ﾓﾄｷ 埼玉 栄北高校

15 60 田中　天拳 ﾀﾅｶ ﾃﾝｹﾞﾝ 埼玉 浦和北高校

＜イン側よりスタート＞

2 87 武井　稜哉 ﾀｹｲ ﾘｮｳﾔ 山梨 山梨県立日川高校

4 74 田島　颯太 ﾀｼﾞﾏｿｳﾀ 埼玉 栄北高校

6 84 大塚　　響 ｵｵﾂｶ ﾋﾋﾞｷ 神奈川 横浜高校

8 100 北嶋　桂大 ｷﾀｼﾏ ｹｲﾀ 富山 氷見高校

10 90 梶原　聖悟 ｶｼﾞﾜﾗ ｼｮｳｺﾞ 静岡 静岡北高校

12 72 平井　基暉 ﾋﾗｲ ﾓﾄｷ 埼玉 栄北高校

14 61 福田　晃司 ﾌｸﾀﾞ ｺｳｼﾞ 埼玉 浦和北高校

16 93 末田　幸照 ｽｴﾀﾞ ｺｳｷ 静岡 星陵高校

男子（U17/Jr）オムニアム予選　3組
＜Start List/組合せ＞ 40 laps(10km)

＃ № 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 チーム名 順位

＜アウト側よりスタート＞

1 88 黒川祐次郎 ｸﾛｶﾜ ﾕｳｼﾞﾛｳ 静岡 伊豆総合高校

3 81 檜村　奏太 ﾋﾑﾗ ｿｳﾀ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

5 80 立石　剛大 ﾀﾃｲｼ ｺﾞｳﾀ 埼玉 筑波大学附属坂戸高校

7 98 児玉虎之介 ｺﾀﾞﾏ ﾄﾗﾉｽｹ 岐阜 岐阜第一高校

9 107 石川　大介 ｲｼｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 鳥取 倉吉西高校

11 105 山本 大智 ﾔﾏﾓﾄﾀﾞｲﾁ 愛媛 松山聖陵高校

13 66 加藤幸之介 ｶﾄｳ ｺｳﾉｽｹ 埼玉 浦和北高校

15 94 菅野　哲平 ｶﾝﾉ ﾃｯﾍﾟｲ 静岡 星陵高校

＜イン側よりスタート＞

2 69 金井　優樹 ｶﾅｲ ﾕｳｷ 埼玉 浦和北高校

4 75 池田　悠里 ｲｹﾀﾞﾕｳﾘ 埼玉 栄北高校

6 85 伊澤　将也 ｲｻﾞﾜ ﾏｻﾔ 神奈川 横浜高校

8 102 中村　圭吾 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｺﾞ 富山 氷見高校

10 91 海野　有輝 ｳﾝﾉ ﾕｳｷ 静岡 静岡北高校

12 70 青木　　将 ｱｵｷ ﾏｻﾙ 埼玉 栄北高校

14 67 滝沢　悠人 ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 埼玉 浦和北高校

16 71 杉岡　涼平 ｽｷﾞｵｶ ﾘｮｳﾍｲ 埼玉 栄北高校 ＤＮＳ


