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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. ケイリンは、下記のとおりとする。 

① 男子（U17・Jr）は 1 回戦 3 組行い、各組上位 2 名が決勝へ進出する。 

② 男子（E・M）は 1 回戦 6 組行い、各組上位 1 名が決勝へ進出する。 

6. 男子（E・M）ポイント・レースは参加者が多いため予選（10km）を 2 組行う。各組上位 11 名は決勝（30km）、12 位

以下の選手は男子（E・M）B ポイントレース（20km）を行う。 

7. オムニアム及びポイント・レース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。 

8. 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 

 

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。 
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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。 

9. 当日は、ナショナルチームのトレーニングがあります。練習等の写真・動画は SNS に投稿しないようお願いします。 

 

 

 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７：15 からとなります。 

2. 受付時間を 7：30～8：00 に変更します。（10 分早く開始） 

3. 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 

選手待機

場所 

ナショナル

チーム 
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エントリーリスト 

 

№ 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 ＫＥ ＰＲ ＯＭ

1 U13 大木　楓葉 ｵｵｷ ﾌﾖｳ 11 ー 臨時登録 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ ○ ○

2 U13 大石　哲平 ｵｵｲｼ ﾃｯﾍﾟｲ 12 ー 臨時登録 伊豆ＣＳＣ ○ ○

3 U15 大木　怜也 ｵｵｷ ﾚｲﾔ 13 ー 臨時登録 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ ○ ○

4 U15 金田　海斗 ｶﾈﾀﾞ ｶｲﾄ 13 ー 臨時登録 茅ヶ崎第一中学校 ○ ○

5 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 ○ ○

6 U15 濱　　彩春 ﾊﾏ ｲﾛﾊ 14 1700560 神奈川 アキラレーシング ○ ○

7 男子U17 鈴木小次廊 ｽｽﾞｷ ｺｼﾞﾛｳ 16 1602667 静岡 竜爪中学校 ○ ○

8 男子U17 田中　天拳 ﾀﾅｶ ﾃﾝｹﾞﾝ 16 1801832 埼玉 浦和北高校 ○ ○ 20km

9 男子U17 福田　晃司 ﾌｸﾀﾞ ｺｳｼﾞ 16 1801835 埼玉 浦和北高校 ○ ○ 20km

10 男子Jr 佐藤　寿賢 ｻﾄｳ ﾄｼﾏｻ 17 1801828 埼玉 浦和北高校 ○ ○ 20km

11 男子Jr 石井麻希斗 ｲｼｲ ﾏｷﾄ 17 1502274 埼玉 浦和北高校 ○ ○ 20km

12 男子Jr 鈴木　拓磨 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾏ 17 1801830 埼玉 浦和北高校 ○ ○ 20km

13 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 ○ ○ 20km

14 男子Jr 中野　大詞 ﾅｶﾉ ﾀﾞｲｼﾞ 16 1802242 岩手 紫波総合高校 20km

15 男子Jr 照井　力斗 ﾃﾙｲ ﾘｷﾄ 17 1701355 岩手 紫波総合高校 ○ ○

16 男子Jr 小田島湧希 ｺﾀﾞｼﾏ ﾕｳｷ 17 1701172 岩手 大迫高校 ○ 20km

17 男子Jr 小松　大晃 ｺﾏﾂ ﾋｶﾙ 18 1701173 岩手 大迫高校 ○ 20km

18 男子Jr 寺崎　寿紀 ﾃﾗｻｷ ﾄｼｷ 17 1701179 岩手 盛岡農業高校 20km

19 男子Jr 三浦　生誠 ﾐｳﾗ ｷｱｷ 18 1701178 岩手 盛岡農業高校 ○ ○

20 男子Jr 菊池　玲央 ｷｸﾁ ﾚｵ 18 1701402 岩手 水沢農業高校 ○ ○

21 男子Jr 竹下　寛人 ﾀｹｼﾀ ﾋﾛﾄ 17 1800319 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ ○ ○

22 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 ○ ○ ○

23 男子Jr 伊澤　将也 ｲｻﾞﾜ ﾏｻﾔ 18 1702431 神奈川 横浜高校 ○ ○ 20km

24 男子Jr 嶋津　駿弥 ｼﾏﾂﾞｼｭﾝﾔ 17 1801649 静岡 伊豆総合高校 ○ ○

25 男子Jr 寺田　吉騎 ﾃﾗﾀﾞ ﾖｼｷ 17 1501710 静岡 磐田北高校 20km

26 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 ○ ○ 20km

27 男子Jr 柴田　大輝 ｼﾊﾞﾀ ﾀﾞｲｷ 17 1701996 静岡 静岡北高校 ○ 20km

28 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 ○ 20km

29 男子Jr 海野　有輝 ｳﾝﾉ ﾕｳｷ 18 1701994 静岡 静岡北高校 ○ 20km

30 男子Jr 前島　稔輝 ﾏｴｼﾏ ﾄｼｷ 18 1601346 静岡 静岡北高校 ○ 20km

31 男子Jr 田中裕一郎 ﾀﾅｶ ﾕｳｲﾁﾛｳ 18 1702315 長野 松本工業高校 ○ ○

32 男子Jr 山浦　秀明 ﾔﾏｳﾗ ﾋﾃﾞｱｷ 18 1702320 長野 松本工業高校 ○ 20km

33 男子Jr 西澤　優聖 ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻﾄ 17 1801938 岐阜 岐阜第一高校 ○ 20km

34 男子Jr 山口　涼輔 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳｽｹ 17 1801940 岐阜 岐阜第一高校 ○ 20km

35 男子Jr 渋谷　一斗 ｼﾌﾞﾔ ｲｯﾄ 17 1602675 沖縄 普天間高校 ○ ○ 20km

36 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

37 男子E 長田　龍拳 ｵｻﾀﾞﾘｭｳｹﾝ 19 1600758 静岡 SDD ○ ○

38 男子E 兒島　直樹 ｺｼﾞﾏ ﾅｵｷ 19 1601710 福岡 祐誠高校 ○ 30km

39 男子E 藤田　涼平 ﾌｼﾞﾀ ﾘｮｳﾍｲ 22 1101875 埼玉 東京ヴェントス ○ 30km

40 男子E 橋本　壮史 ﾊｼﾓﾄ ﾀｹｼ 24 1101031 茨城 競技力向上対策本部 ○ ○

41 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 ○ ○

42 男子E 武笠　展大 ﾑｶｻ ﾉﾌﾞﾋﾛ 33 1700855 茨城 エクストリームつくば ○

43 男子E 浪川　祥弘 ﾅﾐｶﾜ ﾀﾀﾞﾋﾛ 31 1900049 千葉 Hi-Bike ○

44 男子E 勝山　　蔵 ｶﾂﾔﾏ ﾏｻｼ 41 101404 東京 LEOMO，Inc 30km

45 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

46 男子E 長尾　宏樹 ﾅｶﾞｵ ﾋﾛｷ 26 1401605 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ ○ ○ ○

47 男子E 遠藤　拓巳 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾐ 20 1501427 香川 日本大学 ○ 30km

48 男子E 佐藤　　健 ｻﾄｳ ｹﾝ 20 1501061 熊本 日本大学 ○ 30km

49 男子E 橋本　宇宙 ﾊｼﾓﾄ ｿﾗ 20 1501836 佐賀 日本大学 ○ ○

50 男子E 服部　圭佑 ﾊｯﾄﾘ ｹｲｽｹ 20 1501544 愛知 日本大学 ○ ○
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№ 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 ＫＥ ＰＲ ＯＭ

51 男子E 杉本　鉄馬 ｽｷﾞﾓﾄ ﾃﾂﾏ 20 1502597 千葉 日本大学 ○ ○

52 男子E 中村　吉伸 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾉﾌﾞ 20 1502538 長野 日本大学 ○ ○

53 男子E 高橋　　廉 ﾀｶﾊｼ ﾚﾝ 20 1401517 宮城 日本大学 ○ 30km

54 男子E 中山　　駿 ﾅｶﾔﾏ ﾊﾔｵ 20 1401247 大分 日本大学 ○ 30km

55 男子E 南儀　拓海 ﾅﾝｷﾞ ﾀｸﾐ 21 1401184 富山 日本大学 ○ ○

56 男子E 治田　知也 ﾊｯﾀ ﾄﾓﾔ 21 1401025 新潟 日本大学 ○ ○

57 男子E 坂田　康季 ｻｶﾀ ｺｳｷ 21 1401644 佐賀 日本大学 ○ ○

58 男子E 西冨　昌輝 ﾆｼﾄﾐ ﾏｻｷ 21 1401318 福岡 日本大学 ○ 30km

59 男子E 大屋　正聡 ｵｵﾔ ﾏｻﾄｼ 21 1400997 岐阜 日本大学 ○ 30km

60 男子E 中島　詩音 ﾅｶｼﾞﾏ ｼｵﾝ 21 1301353 山梨 日本大学 ○ ○

61 男子E 武山　晃輔 ﾀｹﾔﾏ ｺｳｽｹ 22 1301346 山梨 日本大学 ○ 30km

62 男子E 山本　英弘 ﾔﾏﾓﾄ ﾋデﾋﾛ 22 1300827 岐阜 日本大学 ○ ○

63 男子E 大澤　勇騎 ｵｵｻﾜ ﾕｳｷ 22 1300730 青森 日本大学 ○ ○

64 男子E 袴田　悠貴 ﾊｶﾏﾀﾞ ﾕｳｷ 20 1700098 埼玉 立教大学 ○ ○

65 男子E 小川　純平 ｵｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 21 1701289 埼玉 立教大学 ○ ○ 30km

66 男子E 金子　征誉 ｶﾈｺ ﾏｻﾀｶ 2 1301254 神奈川 立教大学 ○ 30km

67 男子E 篠山　昂平 ｼﾉﾔﾏ ｺｳﾍｲ 21 1601951 東京 立教大学 ○ ○

68 男子E 田部　功明 ﾀﾍﾞ ｺｳﾒｲ 22 1702540 神奈川 立教大学 ○ 30km

69 男子E 河野　翔輝 ｶﾜﾉ ｼｮｳｷ 19 1501582 奈良 早稲田大学 30km

70 男子E 中野　慎詞 ﾅｶﾉ ｼﾝｼﾞ 20 1501158 岩手 早稲田大学 ○ ○

71 男子E 保田　浩介 ﾔｽﾀﾞ ｺｳｽｹ 20 1501594 鳥取 中央大学 ○ ○ ○

72 男子E 梶原　海斗 ｶｼﾞﾊﾗ ｶｲﾄ 20 1501779 福岡 中央大学 ○ ○

73 男子E 山根　将太 ﾔﾏﾈ ｼｮｳﾀ 22 1301189 鳥取 中央大学 ○ ○

74 男子E 村田　瑞季 ﾑﾗﾀ ﾐｽﾞｷ 23 1200801 京都 中央大学 ○ ○ 30km

75 男子E 島田　柊生 ｼﾏﾀﾞｼｭｳｾｲ 18 1501668 栃木 明星大学 ○ 30km

76 男子E 津田　悠太 ﾂﾀﾞﾕｳﾀ 19 1500036 静岡 明星大学 ○ 30km

77 男子E 佐々木洸太 ｻｻｷ ｺｳﾀ 19 1500743 埼玉 明星大学 ○ 30km

78 男子E 渡邊　翔悟 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳｺﾞ 19 1501118 東京 日本体育大学 ○ 30km

79 男子E 荒川　達郎 ｱﾗｶﾜ ﾀﾂﾛｳ 20 1500837 埼玉 日本体育大学 ○ ○

80 男子E 滿田　光紀 ﾐﾂﾀﾞ ｺｳｷ 20 1401334 熊本 日本体育大学 ○ 30km

81 男子E 安彦　統賀 ｱﾋﾞｺ ﾑﾈﾖｼ 20 1400838 埼玉 日本体育大学 ○ ○

82 男子E 村田　祐樹 ﾑﾗﾀ ﾕｳｷ 21 1401185 富山 日本体育大学 ○ ○

83 男子E 關根　論容 ｾｷﾈ ﾉﾘﾋﾛ 21 1401725 埼玉 日本体育大学 ○ 30km

84 男子E 桑名　僚也 ｸﾜﾅ ﾘｮｳﾔ 21 1301023 埼玉 日本体育大学 ○ ○

85 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 ○ ○

86 男子E 孫崎　大樹 ﾏｺﾞｻｷ ﾀﾞｲｷ 23 800444 京都 チームブリヂストンサイクリング ○ 30km

87 男子E 徳田　　優 ﾄｸﾀﾞ ｽｸﾞﾙ 25 1000513 京都 チームブリヂストンサイクリング ○ 30km

88 男子E 黒枝　士揮 ｸﾛｴﾀﾞ ｼｷク 27 ０700889 大分 チームブリヂストンサイクリング 30km

89 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

90 男子E 岡本　　隼 ｵｶﾓﾄ ﾊﾔﾄ 24 0901309 和歌山 愛三工業レーシングチーム ○ 30km

91 男子E 渡邊翔太郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 25 1400386 岐阜 愛三工業レーシングチーム ○ 30km

92 男子E 小松　定俊 ｺﾏﾂ ｻﾀﾞﾄｼ 23 1101138 宮城 - ○ 30km

93 男子E 西谷　泰治 ﾆｼﾀﾆ ﾀｲｼﾞ 38 9702345 愛知 - 30km

94 男子E 松岡　琢海 ﾏﾂｵｶ ﾀｸﾐ 19 1501555 鳥取 朝日大学 ○

95 男子E 山元　大夢 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾑ 20 1501807 石川 朝日大学 ○

96 男子E 吉田　晏生 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙｷ 20 1500841 埼玉 朝日大学 ○ ○

97 男子E 出口謙一郎 ﾃﾞｸﾞﾁ ｹﾝｲﾁﾛｳ 20 1501626 大阪 朝日大学 ○

98 男子E 野間　裕史 ﾉﾏ ﾕｳｼﾞ 20 1401340 岡山 朝日大学 ○

99 男子E 合地　登汰 ｺﾞｳﾁ ﾄｳﾀ 21 1401382 岡山 朝日大学 ○

100 男子E 森本桂太郎 ﾓﾘﾓﾄ ｹｲﾀﾛｳ 21 1401473 愛媛 朝日大学 ○



2018 ワンデイ・トラックレースウインターシリーズ第３戦 

2019 年 2 月 9 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 

Communique3-3 

エントリーリスト 

 

 

№ 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 ＫＥ ＰＲ ＯＭ

101 男子E 滝本　幸正 ﾀｷﾓﾄ ﾕｷｱﾏｻ 21 1401340 新潟 朝日大学 ○

102 男子E 後藤　龍斗 ｺﾞﾄｳ ﾘｭｳﾄ 21 1401055 秋田 朝日大学 ○

103 男子E 上杉　嘉槻 ｳｴｽｷﾞ ﾖｼｷ 21 1301074 福井 朝日大学 ○

104 男子E 平瀬　功汰 ﾋﾗｾ ｺｳﾀ 21 1300828 大阪 朝日大学 ○

105 男子E 木下　澄八 ｷﾉｲｼﾀ ﾄｳﾔ 21 1300798 愛知 朝日大学 ○

106 男子E 岡本　大成 ｵｶﾓﾄ ﾀｲｾｲ 22 1301301 岡山 朝日大学 ○

107 男子E 岡崎　陸登 ｵｶｻﾞｷ ﾘｸﾄ 22 1101503 愛媛 朝日大学 ○

108 男子E 武田　悠祐 ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｽｹ 22 1301050 京都 朝日大学 ○

109 男子E 吉田　英司 ﾖｼﾀﾞ ｴｲｼﾞ 22 1300966 福井 朝日大学 ○ ○

110 男子E 志田　龍星 ｼﾀﾞﾘｭｳｾｲ 22 1500522 富山 朝日大学 ○ ○

111 男子E 中津川　開 ﾅｶﾂｶﾞﾜ ｶｲ 18 1601751 静岡 浜松学院高校 ○ 30km

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

113 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 ○ ○

114 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 ○ ○ 30km

115 男子E 坂野龍太郎 ｻｶﾉ ﾘｭｳﾀﾛｳ 22 1301094 静岡  KANAGAWA Seagull ○ 30km

116 男子E 渡邉　　鈴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｲ 20 1501577 長野 イナーメ信濃山形 ○ 30km

117 男子E 植益　和行 ｳｴﾏｽ ｶｽﾞﾕｷ 22 1300702 大阪 大阪産業大学 30km

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

119 男子E 中野　雄太 ﾅｶﾉ ﾕｳﾀ 22 1502746 大阪 同志社大学 ○ 30km

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

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

122 男子M 中村　　仁 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾄｼ 42 9700781 茨城 Hi-Bike ○

123 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 ○ 30km

124 男子M 小池　岳太 ｺｲｹ ｶﾞｸﾀ 37 901311 長野 positivo ○ ○

125 男子M 狩野　大吾 ｶﾉ ﾀﾞｲｺﾞ 44 1200422 静岡 Ｉｋｕｓｅｒ ○ 30km

126 男子M 石橋　賢一 ｲｼﾊﾞｼ ｹﾝｲﾁ 50 1001834 東京 IZU CSC ○

127 女子Jr 若子　内凜 ﾜｶｺ ﾅｲﾘﾝ 17 1801598 岩手 盛岡農業高校 ○

128 女子Jr 伊藤　夢希 ｲﾄｳ ﾕｷ 17 1801599 岩手 盛岡農業高校 ○

129 女子Jr 小原　乃亜 ｵﾊﾞﾗ ﾉｱ 16 1802240 岩手 紫波総合高校 ○

130 女子Jr 山本　海美 ﾔﾏﾓﾄ ｳﾐ 18 1701364 岩手 紫波総合高校 ○

131 女子Jr 中村　美咲 ﾅｶﾑﾗ ﾐｻｷ 16 1801834 埼玉 浦和北高校 ○

132 女子Jr 阿部　セラ ｱﾍﾞ ｾﾗ 18 1701127 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ ○

133 女子Jr 渡邊ひかる ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｶﾙ 17 1702119 静岡 伊豆総合高校 ○

134 女子Jr 平子　結菜 ﾋﾗｺ ﾕｳﾅ 15 1701301 三重 内部中学校 ○

135 女子Jr 増田　千華 ﾏｽﾀﾞ ﾁｶ 16 1801939 岐阜 岐阜第一高校 ○

136 女子Jr 世古口美星 ｾｺｸﾞﾁ ﾐﾎｼ 17 1801933 岐阜 岐阜第一高校 ○

137 女子Jr 金田　舞夏 ｶﾈﾀﾞ ﾏｲｶ 17 1500468 福岡 祐誠高校 ○

138 女子Jr 内野　艶和 ｳﾁﾉ ﾂﾔｶ 17 1702360 福岡 祐誠高校 ○

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

140 女子E 中川　由理 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕﾘ 19 1600905 埼玉 川越工業高校 ○

141 女子E 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 ○

142 女子E 鈴木　媛子 ｽｽﾞｷ ﾋﾒｺ 21 1401128 山梨 山梨学院大学 ○

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

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

145 女子E 寸田　　桜 ｽﾝﾀﾞ ｻｸﾗ 20 1701351 京都 立命館大学 ○

146 女子E 阪本ほのか ｻｶﾓﾄ ﾎﾉｶ 21 1401222 奈良 朝日大学 ○

147 女子E 伊藤　優以 ｲﾄｳ ﾕｲ 35 1700729 兵庫 ゼロ　ウノ　フロンティア ○

148 女子E 池上あかり ｲｹｶﾞﾐ ｱｶﾘ 20 1501781 福岡 福岡県自転車競技連盟 ○
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スケジュール予定

種　　　目 人数・組

7：15 開　門

　7：20 ～ 　8：00 受　付

7：25 ～ 8：30 練習時間

8：30 ～ 8：40 練習時間（U15以下）

8：45 U13 200ｍタイムトライアル 2名 決勝

U15 200ｍタイムトライアル 4名 決勝

男子（U17・Jr） 200ｍタイムトライアル 11名 決勝

男子（E・M） 200ｍタイムトライアル 51名 決勝

女子（U17・Jr） オムニアムⅠ 12名 スクラッチ（5km）

女子（E） オムニアムⅠ 10名 スクラッチ（7.5km）

U13・U15 タイムトライアル（500m） 5名 3組 決勝

男子（M） 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

男子（U17・Jr） タイムトライアル（1km） 13名 7組 決勝

男子（E・M） タイムトライアル（1km） 34名 17組 決勝

女子（U17・Jr） オムニアムⅡ 12名 テンポ・レース(5ｋｍ）

12：45 女子（E） オムニアムⅡ 10名 テンポ・レース（7.5km）

12：00 12：30 受　付

12：50 ～ 14：55 表彰式（200ｍTT、TT）休憩

12：50 ～ 14：50 ナショナルチームトレーニング

15：00 男子（E） ポイントレース（10km） 42名 2組 予選

男子（U17・Jr） ケイリン 20名 3組 1回戦

男子（E・M） ケイリン 35名 6組 1回戦

女子（U17・Jr） オムニアムⅢ 12名 エリミネイション

女子（E） オムニアムⅢ 10名 エリミネイション

男子（U17・Jr） ポイント・レース（20km） 21名 決勝

男子（E・M） Bポイント・レース（2０km） 20名

男子（E・M） ポイント・レース（30km） 22名 決勝

女子（U17・Jr） オムニアム決勝 12名 ポイント・レース（15km）

女子（E） オムニアム決勝 10名 ポイント・レース（20km）

男子（U17・Jr） ケイリン 6名 決勝

20：00 男子（Ｅ） ケイリン 6名 決勝

20：10 表彰式（PR、OM、KE）

時　　　間 内　　　容
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女子（U17・Jr） オムニアムⅠ－スクラッチ
＜Start List/組合せ＞ 20 laps(5km)

＃ № 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 チーム名

＜アウト側よりスタート＞

1 138 内野　艶和 ｳﾁﾉ ﾂﾔｶ 福岡 祐誠高校

3 137 金田　舞夏 ｶﾈﾀﾞ ﾏｲｶ 福岡 祐誠高校

5 131 中村　美咲 ﾅｶﾑﾗ ﾐｻｷ 埼玉 浦和北高校

7 135 増田　千華 ﾏｽﾀﾞ ﾁｶ 岐阜 岐阜第一高校

9 129 小原　乃亜 ｵﾊﾞﾗ ﾉｱ 岩手 紫波総合高校

11 133 渡邊ひかる ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｶﾙ 静岡 伊豆総合高校

＜イン側よりスタート＞

2 132 阿部　セラ ｱﾍﾞ ｾﾗ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

4 127 若子　内凜 ﾜｶｺ ﾅｲﾘﾝ 岩手 盛岡農業高校

6 136 世古口美星 ｾｺｸﾞﾁ ﾐﾎｼ 岐阜 岐阜第一高校

8 128 伊藤　夢希 ｲﾄｳ ﾕｷ 岩手 盛岡農業高校

10 130 山本　海美 ﾔﾏﾓﾄ ｳﾐ 岩手 紫波総合高校 DNS

12 134 平子　結菜 ﾋﾗｺ ﾕｳﾅ 三重 内部中学校

女子（E） オムニアムⅠ－スクラッチ
＜Start List/組合せ＞ 30 laps(7.5km)

＃ № 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 チーム名

＜アウト側よりスタート＞

1 147 伊藤　優以 ｲﾄｳ ﾕｲ 兵庫 ゼロ　ウノ　フロンティア

3 139 太郎田水桜 ﾀﾛｳﾀﾞ ﾐｵ 東京 東京成徳大学高校

5 140 中川　由理 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕﾘ 埼玉 川越工業高校

7 143 野寺　　梓 ﾉﾃﾞﾗ ｱｽﾞｻ 静岡 伊豆総合高校

9 146 阪本ほのか ｻｶﾓﾄ ﾎﾉｶ 奈良 朝日大学

＜イン側よりスタート＞

2 141 岡本　ニ菜 ｵｶﾓﾄ ﾆﾅ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

4 148 池上あかり ｲｹｶﾞﾐ ｱｶﾘ 福岡 福岡県自転車競技連盟

6 144 野寺　　楓 ﾉﾃﾞﾗ ｶｴﾃﾞ 静岡 順天堂大学

8 145 寸田　　桜 ｽﾝﾀﾞ ｻｸﾗ 京都 立命館大学

10 142 鈴木　媛子 ｽｽﾞｷ ﾋﾒｺ 山梨 山梨学院大学
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男子（Ｅ・Ｍ）ポイントレース予選　１組
＜Start List/組合せ＞ 40 laps(10km)

＃ № 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 チーム名

＜アウト側よりスタート＞

1 91 渡邊翔太郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 岐阜 愛三工業レーシングチーム

3 88 黒枝　士揮 ｸﾛｴﾀﾞ ｼｷク 大分 チームブリヂストンサイクリング 

5 87 徳田　　優 ﾄｸﾀﾞ ｽｸﾞﾙ 京都 チームブリヂストンサイクリング 

7 121 高橋　伸成 ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞｼｹﾞ 静岡 FIETS GROEN

9 111 中津川　開 ﾅｶﾂｶﾞﾜ ｶｲ 静岡 浜松学院高校

11 66 金子　征誉 ｶﾈｺ ﾏｻﾀｶ 神奈川 立教大学

13 115 坂野龍太郎 ｻｶﾉ ﾘｭｳﾀﾛｳ 静岡  KANAGAWA Seagull

15 47 遠藤　拓巳 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾐ 香川 日本大学

17 58 西冨　昌輝 ﾆｼﾄﾐ ﾏｻｷ 福岡 日本大学

19 68 田部　功明 ﾀﾍﾞ ｺｳﾒｲ 神奈川 立教大学

21 123 丸田　友之 ﾏﾙﾀ ﾄﾓﾕｷ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

＜イン側よりスタート＞

2 83 關根　論容 ｾｷﾈ ﾉﾘﾋﾛ 埼玉 日本体育大学

4 48 佐藤　　健 ｻﾄｳ ｹﾝ 熊本 日本大学

6 80 滿田　光紀 ﾐﾂﾀﾞ ｺｳｷ 熊本 日本体育大学

8 92 小松　定俊 ｺﾏﾂ ｻﾀﾞﾄｼ 宮城 -

10 74 村田　瑞季 ﾑﾗﾀ ﾐｽﾞｷ 京都 中央大学

12 39 藤田　涼平 ﾌｼﾞﾀ ﾘｮｳﾍｲ 埼玉 東京ヴェントス

14 116 渡邉　　鈴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｲ 長野 イナーメ信濃山形

16 69 河野　翔輝 ｶﾜﾉ ｼｮｳｷ 奈良 早稲田大学

18 53 高橋　　廉 ﾀｶﾊｼ ﾚﾝ 宮城 日本大学

20 77 佐々木洸太 ｻｻｷｺｳﾀ 埼玉 明星大学

男子（Ｅ・Ｍ）ポイントレース予選　２組
＜Start List/組合せ＞ 40 laps(10km)

＃ № 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 チーム名

＜アウト側よりスタート＞

1 117 植益　和行 ｳｴﾏｽ ｶｽﾞﾕｷ 大阪 大阪産業大学

3 38 兒島　直樹 ｺｼﾞﾏ ﾅｵｷ 福岡 祐誠高校

5 93 西谷　泰治 ﾆｼﾀﾆ ﾀｲｼﾞ 愛知 -

7 36 川田　真也 ｶﾜﾀﾞ ｼﾝﾔ 埼玉 埼玉県自転車競技連盟

9 112 青島　敬佑 ｱｵｼﾏ ｹｲｽｹ 静岡 法政大学

11 65 小川　純平 ｵｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 埼玉 立教大学

13 76 津田　悠太 ﾂﾀﾞﾕｳﾀ 静岡 明星大学

15 54 中山　　駿 ﾅｶﾔﾏ ﾊﾔｵ 大分 日本大学

17 59 大屋　正聡 ｵｵﾔ ﾏｻﾄｼ 岐阜 日本大学

19 75 島田　柊生 ｼﾏﾀﾞｼｭｳｾｲ 栃木 明星大学

21 125 狩野　大吾 ｶﾉ ﾀﾞｲｺﾞ 静岡 Ｉｋｕｓｅｒ

＜イン側よりスタート＞

2 86 孫崎　大樹 ﾏｺﾞｻｷ ﾀﾞｲｷ 京都 チームブリヂストンサイクリング 

4 90 岡本　　隼 ｵｶﾓﾄ ﾊﾔﾄ 和歌山 愛三工業レーシングチーム

6 89 平塚　吉光 ﾋﾗﾂｶ ﾖｼﾐﾂ 静岡 チームブリヂストンサイクリング 

8 61 武山　晃輔 ﾀｹﾔﾏ ｺｳｽｹ 山梨 日本大学

10 114 松本　京太 ﾏﾂﾓﾄ ｷｮｳﾀ 静岡 日本体育大学 DNS

12 78 渡邊　翔悟 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳｺﾞ 東京 日本体育大学

14 119 中野　雄太 ﾅｶﾉ ﾕｳﾀ 大阪 同志社大学

16 120 河地　拓巳 ｶﾜﾁ ﾀｸﾐ 京都 龍谷大学

18 45 相原晴一郎 ｱｲﾊﾗ ｾｲｲﾁﾛｳ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

20 44 勝山　　蔵 ｶﾂﾔﾏ ﾏｻｼ 東京 LEOMO，Inc
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男子（U17・Jr）ポイントレース決勝
＜Start List/組合せ＞ 80 laps(20km)

＃ № 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 チーム名

＜アウト側よりスタート＞

1 23 伊澤　将也 ｲｻﾞﾜ ﾏｻﾔ 神奈川 横浜高校

3 33 西澤　優聖 ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻﾄ 岐阜 岐阜第一高校

5 11 石井麻希斗 ｲｼｲ ﾏｷﾄ 埼玉 浦和北高校

7 12 鈴木　拓磨 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾏ 埼玉 浦和北高校

9 10 佐藤　寿賢 ｻﾄｳ ﾄｼﾏｻ 埼玉 浦和北高校

11 25 寺田　吉騎 ﾃﾗﾀﾞ ﾖｼｷ 静岡 磐田北高校

13 34 山口　涼輔 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳｽｹ 岐阜 岐阜第一高校

15 14 中野　大詞 ﾅｶﾉ ﾀﾞｲｼﾞ 岩手 紫波総合高校

17 27 柴田　大輝 ｼﾊﾞﾀ ﾀﾞｲｷ 静岡 静岡北高校

19 29 海野　有輝 ｳﾝﾉ ﾕｳｷ 静岡 静岡北高校

21 9 福田　晃司 ﾌｸﾀﾞ ｺｳｼﾞ 埼玉 浦和北高校

＜イン側よりスタート＞

2 26 黒川祐次郎 ｸﾛｶﾜ ﾕｳｼﾞﾛｳ 静岡 伊豆総合高校

4 13 氏原真之介 ｳｼﾞﾊﾗ ｼﾝﾉｽｹ 埼玉 浦和北高校

6 16 小田島湧希 ｺﾀﾞｼﾏ ﾕｳｷ 岩手 大迫高校

8 32 山浦　秀明 ﾔﾏｳﾗ ﾋﾃﾞｱｷ 長野 松本工業高校

10 35 渋谷　一斗 ｼﾌﾞﾔ ｲｯﾄ 沖縄 普天間高校

12 30 前島　稔輝 ﾏｴｼﾏ ﾄｼｷ 静岡 静岡北高校

14 17 小松　大晃 ｺﾏﾂ ﾋｶﾙ 岩手 大迫高校

16 18 寺崎　寿紀 ﾃﾗｻｷ ﾄｼｷ 岩手 盛岡農業高校

18 28 梶原　聖悟 ｶｼﾞﾜﾗ ｼｮｳｺﾞ 静岡 静岡北高校

20 8 田中　天拳 ﾀﾅｶ ﾃﾝｹﾞﾝ 埼玉 浦和北高校


