
    第 52回 JBCF東日本トラック        
JBCF トラックシリーズ第 2戦 

開催日/2021 年 8 月 28 日（土）～29 日（日） 開催地/松本市美鈴湖自転車競技場【周長 333.33ｍ】 
【Communiqué 29】 

 

主催・主管：JBCF(一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟) 
後    援：一般社団法人日本競輪選手会 / 松本市 
ツアー協賛： （株）シマノ / シマノセールス（株）/ パナソニックサイクルテック（株）/（株）あさひ / 

（一社）自転車協会 /（株）パールイズミ  / 弱虫ペダル 
協        力：長野県自転車競技連盟 

 
          

この事業は、 

競輪の補助を 

受け実施します。 

入賞者一覧 

 

男子スプリント
1 中井 琢 ﾅｶｲ ﾀｸ 1101134 宮城 新潟食料農業大学　自転車競技部
2 徳田 匠 ﾄｸﾀﾞ ﾀｸﾐ 1301047 京都 岩井商会レーシング
3 島 奨乃 ｼﾏ ｼｮｳﾉ 1700475 大阪 Team ZERO　UNO　FRONTIER

男子1kmタイムトライアル
1 原田 裕成 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 900699 鹿児島 CIEL BLEU KANOYA 1分05秒406
2 島 奨乃 ｼﾏ ｼｮｳﾉ 1700475 大阪 Team ZERO　UNO　FRONTIER 1分06秒798
3 姫野 正志 ﾋﾒﾉ ﾏｻｼ 101066 兵庫 Team ZERO　UNO　FRONTIER 1分06秒887

男子4kmインディヴィデュアル・パーシュート
1 原田 裕成 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 900699 鹿児島 CIEL BLEU KANOYA 4分35秒863
2 二階堂 尚志 ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾀｶｼ 600985 大阪 VC VELOCE 4分54秒073
3 半澤 雄高 ﾊﾝｻﾞﾜ ﾕﾀｶ 1400132 東京 Roppongi Express 4分56秒207

男子ジュニア・ユース3kmインディヴィデュアル・パーシュート
1 世古 眞太郎 ｾｺ ｼﾝﾀﾛ 1802563 三重 LEOMO Bellmare Racing Team 3分34秒229 実業団新・大会新
2 大野 宗哲 ｵｵﾉ ｿｳﾃﾂ 2100111 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ 3分55秒552
3 南雲 紀志 ﾅｸﾞﾓ ｶｽﾞｼ 2000057 群馬 TRC PANAMAREDS 4分10秒943

男子ケイリン
1 中井 琢 ﾅｶｲ ﾀｸ 1101134 宮城 新潟食料農業大学　自転車競技部
2 布施 義憲 ﾌｾ ﾖｼﾉﾘ 1300277 東京 チクロネロ
3 井上 裕太郎 ｲﾉｳｴ ﾕｳﾀﾛｳ 101229 神奈川 TONY Racing

男子スクラッチ（10km）
1 小森 継心 ｺﾓﾘ ｹｲｼﾝ 1901447 神奈川 保土ケ谷高校自転車競技部
2 根本 雄眞 ﾈﾓﾄ ｶｽﾞﾏ 1401617 福島 FAST LANE Racing
3 多田 雄飛 ﾀﾀﾞﾕｳﾋ 1601534 兵庫 新潟食料農業大学　※オープン参加

男子ポイントレース（30km）
1 古谷田 貴斗 ｺﾔﾀ ﾀｶﾄ 1300689 鹿児島 CIEL BLEU KANOYA 73点
2 冨尾 大地 ﾄﾐｵ ﾀﾞｲﾁ 1200621 鹿児島 CIEL BLEU KANOYA 61点
3 白川 幸希 ｼﾗｶﾜ ｺｳｷ 1200034 鹿児島 CIEL BLEU KANOYA 29点

男子オムニアム
1 古谷田 貴斗 ｺﾔﾀ ﾀｶﾄ 1300689 鹿児島 CIEL BLEU KANOYA 179点
2 冨尾 大地 ﾄﾐｵ ﾀﾞｲﾁ 1200621 鹿児島 CIEL BLEU KANOYA 162点
3 津留 崚 ﾂﾄﾞﾒ ﾘｮｳ 1802307 鹿児島 鹿屋体育大学　※オープン参加 152点

男子4kmチーム・パーシュート
1 古谷田 貴斗/冨尾 大地/原田 裕成/津留 崚 4分12秒119
2 VC VELOCE 井上 人志/大原 陸/二階堂 尚志/山住 虎太郎 4分30秒999
3 イナーメ信濃山形-EFT 岩佐 信吾/北澤 竜太郎/増田 遼馬/渡邉 鈴 4分34秒141

男子チーム・スプリント
1 Team Logisty Jack 大村 慶二/小峰 烈/山崎 潤 1分5秒320
2 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ 小沼 良/長尾 宏樹/古本 清文 1分6秒946
3 BMレーシングZUNOW 江口 多聞/大森 虹亮/齊藤 宏樹 1分7秒705

女子500ｍタイムトライアル
1 久米 詩 ｸﾒ ｳﾀ 2001683 静岡 岩井商会レーシング 36秒755
2 石中 葵 ｲｼﾅｶ ｱｵｲ 1700510 富山 富山県自転車競技連盟 37秒536
3 若原 梨々花 ﾜｶﾊﾗ ﾘﾘｶ 1801942 岐阜 岩井商会レーシング 38秒386

女子3kmインディヴィデュアル・パーシュート
1 五味田 奈穂 ｲﾂﾐﾀﾞ ﾅｵ 1601014 千葉 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ 3分52秒577
2 中村 文香 ﾅｶﾑﾗ ｱﾔｶ 1801411 富山 富山県自転車競技連盟 4分02秒425
3 小沼 美由紀 ｵﾇﾏ ﾐﾕｷ 9700609 埼玉 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ 4分03秒734

女子ジュニア・ユース2kmインディヴィデュアル・パーシュート
1 阿部 優花 ｱﾍﾞ ﾕｳｶ 2100228 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ 2分46秒193

女子ケイリン
1 石中 葵 ｲｼﾅｶ ｱｵｲ 1700510 富山 富山県自転車競技連盟
2 中村 友紀子 ﾅｶﾑﾗ ﾕｷｺ 1901435 東京 京浜ピストクラブ
3 植田 美佳 ｳｴﾀﾞ ﾐｶ 2100661 兵庫 Team ZERO　UNO　FRONTIER

女子スクラッチ（6km）
1 五味田 奈穂 ｲﾂﾐﾀﾞ ﾅｵ 1601014 千葉 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
2 若原 梨々花 ﾜｶﾊﾗ ﾘﾘｶ 1801942 岐阜 岩井商会レーシング
3 中村 文香 ﾅｶﾑﾗ ｱﾔｶ 1801411 富山 富山県自転車競技連盟

女子チーム・スプリント
1 岩井商会レーシング 久米 詩/小林 莉子 47秒562 実業団新・大会新
2 岩井商会レーシング 高橋 朋恵/若原 梨々花 49秒748
3 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ 五味田 奈穂/鈴木 章代 49秒906

CIEL BLEU KANOYA　※オープン参加


