
Communiqué. No.1-1

開催日／2022年 7月2日(土) ～ 3日(日) 開催地／長野県松本市三才山1830 松本市美鈴湖自転車競技場 (周長333.33m)

第１回 JBCF トラック記録会 松本大会

主催:JBCF（一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟）
主管:長野県自転車競技連盟
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 /（株）オージーケーカブト

この事業は
競輪の補助を
受け実施します。

1. 男子 200mタイム・トライアル／200m TIME TRIAL
IND

PL. # No L-No 選  手  名 ｶﾅﾒｲ 県  名 チーム名 タイム Behind 時速 順位 備考

1 27 1702799 落合 拓郎 ｵﾁｱｲ ﾀｸﾛｳ 千葉 Rapha Cycling Club
2 41 1602450 内藤 州 ﾅｲﾄｳ ｼｭｳ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
3 1 1900372 西川 正隼 ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾄｼ 茨城 ウィンディー筑波
4 3 2200258 青山 哲宗 ｱｵﾔﾏ ﾃﾂﾑﾈ 神奈川 Team BFY Racing
5 31 1502746 中野 雄太 ﾅｶﾉ ﾕｳﾀ 滋賀 PRT KOSEKI　金生堂
6 32 1101715 飯嶋 睦 ｲｲｼﾞﾏ ﾑﾂﾐ 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド
7 35 1602057 河野 仁 ｺｳﾉ ﾋﾄｼ 長野 チャクボタレーシング
8 40 2201727 高瀬 哲平 ﾀｶｾ ﾃｯﾍﾟｲ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
9 45 2201380 松村 竜誠 ﾏﾂﾑﾗ ﾀﾂﾅﾘ 長野 Bonne Chance　※オープン
10 59 2101408 横林 海斗 ﾖｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ 長野 松本工業高校　※オープン
11 15 1801811 長尾 拓人 ﾅｶﾞｵ ﾀｸﾄ 埼玉 AutoBahnGotemba
12 30 1901416 水澤 秀哉 ﾐｽﾞｻﾜ ﾋﾃﾞﾔ 千葉 BMレーシングZUNOW
13 34 900610 岩下 直貴 ｲﾜｼﾀ ﾅｵｷ 長野 イナーメ信濃山形-EFT
14 60 2101339 片田　啓太 ｶﾀﾀﾞ ｹｲﾀ 長野 松本工業高校　※オープン
15 28 1501122 齊藤 宏樹 ｻｲﾄｳ ｺｳｷ 東京 BMレーシングZUNOW
16 18 1100418 武井 秀周 ﾀｹｲ ﾋﾃﾞﾉﾘ 長野 MISUZUKO TEST TEAM
17 53 2001485 井上 開斗 ｲﾉｳｴ ｶｲﾄ 埼玉 浦和北高校　※オープン
18 55 2100947 吉田 夢希斗 ﾖｼﾀﾞ ﾕｷﾄ 埼玉 浦和北高校　※オープン
19 20 1502019 増田 遼馬 ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 長野 MISUZUKO TEST TEAM
20 47 2200079 倉谷 侠俐 ｸﾗﾀﾆ ｶｲﾘ 愛知 ORCA CYCLING TEAM　※オープン
21 48 1902630 山田 愛太 ﾔﾏﾀﾞ ｱｲﾀ 長野 白馬高校　※オープン
22 5 1802992 宗崎 世連 ｿｳｻｲ ｾﾚﾝ 高知 岩井商会レーシング
23 12 1700507 奥澤 優也 ｵｸｻﾞﾜ ﾕｳﾔ 埼玉 AutoBahnGotemba
24 29 1800596 西川 奏 ﾆｼｶﾜ ｿｳ 神奈川 BMレーシングZUNOW
25 57 2101009 酒井 優太郎 ｻｶｲ ﾕｳﾀﾛｳ 長野 松本工業高校　※オープン
26 9 1200801 村田 瑞季 ﾑﾗﾀ ﾐｽﾞｷ 京都 岩井商会レーシング
27 56 1900396 小松 篤史 ｺﾏﾂ ｱﾂｼ 長野 松本工業高校　※オープン
28 8 700415 窓場 千加頼 ﾏﾄﾞﾊﾞ ﾁｶﾖﾘ 京都 岩井商会レーシング
29 10 300126 山中 貴雄 ﾔﾏﾅｶ ﾀｶｵ 高知 岩井商会レーシング
30 17 600981 篠原 徹 ｼﾉﾊﾗ ﾄｵﾙ 茨城 MISUZUKO TEST TEAM
31 19 1502022 堀江 省吾 ﾎﾘｴ ｼｮｳｺﾞ 長野 MISUZUKO TEST TEAM
32 2 300866 渡邊 正光 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾐﾂ JPCA 群馬グリフィンレーシングチーム
33 7 901520 藤井 昭吾 ﾌｼﾞｲ ｼｮｳｺﾞ 滋賀 岩井商会レーシング

2. 女子 200mタイム・トライアル／200m TIME TRIAL
IND

PL. # No L-No 選  手  名 ｶﾅﾒｲ 県  名 チーム名 タイム Behind 時速 順位 備考
1 2 9700609 小沼 美由紀 ｵﾇﾏ ﾐﾕｷ 埼玉 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ



Communiqué. No.1-2

開催日／2022年 7月2日(土) ～ 3日(日) 開催地／長野県松本市三才山1830 松本市美鈴湖自転車競技場 (周長333.33m)

第１回 JBCF トラック記録会 松本大会

主催:JBCF（一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟）
主管:長野県自転車競技連盟
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 /（株）オージーケーカブト

この事業は
競輪の補助を
受け実施します。

4. 男子 3km 個人追抜競走（ｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｭｱﾙ･ﾊﾟｰｼｭｰﾄ） / INDIVIDUAL PURSURT  
H,B：ﾌｨﾆｼｭ位置 周長： 333
H IND 記  録  ﾀｲﾑ差

PL. 組 B No L-No 選  手  名 ｶﾅﾒｲ 県  名 チーム名 m    s.  **   s. 順位 km/h 備考
1 H 46 2101418 小林　洋平 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳﾍｲ 長野 信州大学教育学部附属長野中学校　※オープン ’

1 B ’

2 H 47 2200079 倉谷　侠俐 ｸﾗﾀﾆ ｶｲﾘ 愛知 ORCA CYCLING TEAM　※オープン ’

2 B 38 1803037 竹田 天飛 ﾀｹﾀﾞ ｱﾏﾄ 神奈川 保土ケ谷高校自転車競技部 ’

3 H 52 2001498 田中　海斗 ﾀﾅｶ ｶｲﾄ 埼玉 浦和北高校　※オープン ’

3 B 58 2101340 山口　太聞 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾓﾝ 長野 松本工業高校　※オープン ’

4 H 61 2101204 上里　翔瑛 ｳｴｻﾄ ｼｮｳｴｲ 長野 松本工業高校　※オープン ’

4 B 11 1802693 竹野 迅音 ﾀｹﾉ ﾊﾔﾄ 三重 朝明高校 ’

5 H 37 2001718 市川 悠士 ｲﾁｶﾜ ﾕｳｼ 神奈川 保土ケ谷高校自転車競技部 ’

5 B 54 1900272 鈴木　龍悟 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳｺﾞ 埼玉 浦和北高校　※オープン ’

6 H 51 2001499 千葉　俊輔 ﾁﾊﾞ ｼｭﾝｽｹ 埼玉 浦和北高校　※オープン ’

6 B 50 2001486 海老島　卓弥 ｴﾋﾞｼﾏ ﾀｸﾔ 埼玉 浦和北高校　※オープン ’

3. 男子 4km 個人追抜競走（ｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｭｱﾙ･ﾊﾟｰｼｭｰﾄ） / INDIVIDUAL PURSURT  
H,B：ﾌｨﾆｼｭ位置 周長： 333
H IND 記  録  ﾀｲﾑ差

PL. 組 B No L-No 選  手  名 ｶﾅﾒｲ 県  名 チーム名 m    s.  **   s. 順位 km/h 備考
1 H 25 1000397 清水 洋一 ｼﾐｽﾞ ﾖｳｲﾁ 東京 SINGLE SPEED SOLDIERS ’

1 B ’

2 H 43 1402357 吉田 勝彦 ﾖｼﾀﾞ ｶﾂﾋｺ 埼玉 サイタマサイクルプロジェクト ’

2 B 1 1900372 西川 正隼 ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾄｼ 茨城 ウィンディー筑波 ’

3 H 24 1600257 野口 直也 ﾉｸﾞﾁ ﾅｵﾔ 東京 SINGLE SPEED SOLDIERS ’

3 B 44 1800091 新井 秀人 ｱﾗｲ ﾋﾃﾞﾄ 兵庫 Rapha Cycling Club ’

4 H 33 1601008 岩佐 信吾 ｲﾜｻ ｼﾝｺﾞ 長野 イナーメ信濃山形-EFT ’

4 B 21 500349 井上 人志 ｲﾉｳｴ ﾋﾄｼ 滋賀 VC VELOCE ’

5 H 14 1901443 宮本 秋哉 ﾐﾔﾓﾄ ｼｭｳﾔ 東京 AutoBahnGotemba ’

5 B 22 600985 二階堂 尚志 ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾀｶｼ 大阪 VC VELOCE ’

6 H 26 600361 中里 仁 ﾅｶｻﾞﾄ ﾏｻﾙ 群馬 Rapha Cycling Club ’

6 B 2 300866 渡邊 正光 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾐﾂ JPCA 群馬グリフィンレーシングチーム ’

5. 女子 2km 個人追抜競走（ｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｭｱﾙ･ﾊﾟｰｼｭｰﾄ） / INDIVIDUAL PURSURT  
周長： 333

H IND 記  録  ﾀｲﾑ差
PL. 組 B No L-No 選  手  名 ｶﾅﾒｲ 県  名 チーム名 m    s.  **   s. 順位 km/h 備考

1 H 62 1802970 大関 奏音 ｵｵｾﾞｷ ｶﾅﾃﾞ 福島 MOPS
1 B



Communiqué. No.1-3

開催日／2022年 7月2日(土) ～ 3日(日) 開催地／長野県松本市三才山1830 松本市美鈴湖自転車競技場 (周長333.33m)

第１回 JBCF トラック記録会 松本大会

主催:JBCF（一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟）
主管:長野県自転車競技連盟
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 /（株）オージーケーカブト

この事業は
競輪の補助を
受け実施します。

6. 男子　ケイリン １回戦　／　KEIRIN　Round 1st
＜１組＞ （各組２位まで決勝戦/残りは敗者復活戦へ）

IND   
PL. 区分 No L-No 選  手  名 ｶﾅﾒｲ 県　名 チーム名 着順 順位 タイム L：200m 備考

1:  白 12 1700507 奥澤 優也 ｵｸｻﾞﾜ ﾕｳﾔ 埼玉 AutoBahnGotemba

2:  黒 48 1902630 山田愛太 ﾔﾏﾀﾞ ｱｲﾀ 長野 白馬高校　※オープン

3:  赤 30 1901416 水澤 秀哉 ﾐｽﾞｻﾜ ﾋﾃﾞﾔ 千葉 BMレーシングZUNOW

4:  青 36 2001153 山形 駿 ﾔﾏｶﾞﾀ ｼｭﾝ 神奈川 保土ケ谷高校自転車競技部

5:  黄 42 1902004 渡辺 悠志 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｼﾞ 埼玉 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

6. 男子　ケイリン １回戦　／　KEIRIN　Round 1st
＜２組＞ （各組２位まで決勝戦/残りは敗者復活戦へ）

IND   
PL. 区分 No L-No 選  手  名 ｶﾅﾒｲ 県　名 チーム名 着順 順位 タイム L：200m 備考

1:  白 56 1900396 小松　篤史 ｺﾏﾂ ｱﾂｼ 長野 松本工業高校　※オープン

2:  黒 28 1501122 齊藤 宏樹 ｻｲﾄｳ ｺｳｷ 東京 BMレーシングZUNOW

3:  赤 27 1702799 落合 拓郎 ｵﾁｱｲ ﾀｸﾛｳ 千葉 Rapha Cycling Club

4:  青 23 1401104 山住 虎太郎 ﾔﾏｽﾞﾐ ｺﾀﾛｳ 兵庫 VC VELOCE

5:  黄 49 2001283 佐々木千弥 ｻｻｷ ﾁﾋﾛ 神奈川 ※オープン



Communiqué. No.1-4

開催日／2022年 7月2日(土) ～ 3日(日) 開催地／長野県松本市三才山1830 松本市美鈴湖自転車競技場 (周長333.33m)

第１回 JBCF トラック記録会 松本大会

主催:JBCF（一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟）
主管:長野県自転車競技連盟
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 /（株）オージーケーカブト

この事業は
競輪の補助を
受け実施します。

7. 男子スクラッチ　決勝　／　SCRATCH Final
＜8Km＞

IND   
PL. 区分 # No L-No 選  手  名 ｶﾅﾒｲ 県名 チーム名 着順 順位 備考

1:  白 1 4 1700751 小山田 亮 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳ 静岡 TEAM YOU CAN

2:  黒 2 11 1802693 竹野 迅音 ﾀｹﾉ ﾊﾔﾄ 三重 朝明高校

3:  赤 3 13 1701264 石井 翔瑛 ｲｼｲ ｼｮｳｴｲ 埼玉 AutoBahnGotemba

4:  青 4 14 1901443 宮本 秋哉 ﾐﾔﾓﾄ ｼｭｳﾔ 東京 AutoBahnGotemba

5:  黄 5 15 1801811 長尾 拓人 ﾅｶﾞｵ ﾀｸﾄ 埼玉 AutoBahnGotemba

6:白黒 6 17 0600981 篠原 徹 ｼﾉﾊﾗ ﾄｵﾙ 茨城 MISUZUKO TEST TEAM

7:白赤 7 25 1000397 清水 洋一 ｼﾐｽﾞ ﾖｳｲﾁ 東京 SINGLE SPEED SOLDIERS

8:白青 8 26 600361 中里 仁 ﾅｶｻﾞﾄ ﾏｻﾙ 群馬 Rapha Cycling Club

9:赤青 9 29 1800596 西川 奏 ﾆｼｶﾜ ｿｳ 神奈川 BMレーシングZUNOW

10:黒黄 10 33 1601008 岩佐 信吾 ｲﾜｻ ｼﾝｺﾞ 長野 イナーメ信濃山形-EFT

11:黒赤 11 38 1803037 竹田 天飛 ﾀｹﾀﾞ ｱﾏﾄ 神奈川 保土ケ谷高校自転車競技部

12:黒青 12 39 2100249 シャルマ クシュアルグ ｼｬﾙﾏ ｸｼｭｱﾙｸﾞ 埼玉 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

13:白黄 13 42 1902004 渡辺 悠志 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｼﾞ 埼玉 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

14:赤黄 14 43 1402357 吉田 勝彦 ﾖｼﾀﾞ ｶﾂﾋｺ 埼玉 サイタマサイクルプロジェクト

15:青黄 15 49 2001283 佐々木千弥 ｻｻｷ ﾁﾋﾛ 神奈川 ※オープン

16:  緑 16 58 2101340 山口　太聞 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾓﾝ 長野 松本工業高校　※オープン

17:緑白 17 60 2101339 片田　啓太 ｶﾀﾀﾞ ｹｲﾀ 長野 松本工業高校　※オープン

18:緑黒 18 61 2101204 上里　翔瑛 ｳｴｻﾄ ｼｮｳｴｲ 長野 松本工業高校　※オープン

タイム



Communiqué. No.1-5

開催日／2022年 7月2日(土) ～ 3日(日) 開催地／長野県松本市三才山1830 松本市美鈴湖自転車競技場 (周長333.33m)

第１回 JBCF トラック記録会 松本大会

主催:JBCF（一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟）
主管:長野県自転車競技連盟
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 /（株）オージーケーカブト

この事業は
競輪の補助を
受け実施します。

9. ４ｋｍ  団体追抜競走　決勝  /　4km TEAM PURSURT　FINAL 12 周回

PL.  組 ﾁｰﾑ名  No L-No 選  手  名 ｶﾅﾒｲ 県　名 チーム名
56 1900396 小松　篤史 ｺﾏﾂ ｱﾂｼ 長野 松本工業高校 位 1km

1 松本工業高校　※オープン 57 2101009 酒井　優太郎 ｻｶｲ ﾕｳﾀﾛｳ 長野 松本工業高校 m s 2km
58 2101340 山口　太聞 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾓﾝ 長野 松本工業高校 3km

H 59 2101408 横林　海斗 ﾖｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ 長野 松本工業高校 1-2k
60 2101339 片田　啓太 ｶﾀﾀﾞ ｹｲﾀ 長野 松本工業高校 km/h 2-3k
61 2101204 上里　翔瑛 ｳｴｻﾄ ｼｮｳｴｲ 長野 松本工業高校 3-4k
12 1700507 奥澤 優也 ｵｸｻﾞﾜ ﾕｳﾔ 埼玉 AutoBahnGotemba 位 1km

2 AutoBahnGotemba 13 1701264 石井 翔瑛 ｲｼｲ ｼｮｳｴｲ 埼玉 AutoBahnGotemba m s 2km
14 1901443 宮本 秋哉 ﾐﾔﾓﾄ ｼｭｳﾔ 東京 AutoBahnGotemba 3km

H 15 1801811 長尾 拓人 ﾅｶﾞｵ ﾀｸﾄ 埼玉 AutoBahnGotemba 1-2k
km/h 2-3k

3-4k
50 2001486 海老島　卓弥 ｴﾋﾞｼﾏ ﾀｸﾔ 埼玉 浦和北高校 位 1km

3 浦和北高校　※オープン 51 2001499 千葉　俊輔 ﾁﾊﾞ ｼｭﾝｽｹ 埼玉 浦和北高校 m s 2km
52 2001498 田中　海斗 ﾀﾅｶ ｶｲﾄ 埼玉 浦和北高校 3km

H 53 2001485 井上　開斗 ｲﾉｳｴ ｶｲﾄ 埼玉 浦和北高校 1-2k
54 1900272 鈴木　龍悟 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳｺﾞ 埼玉 浦和北高校 km/h 2-3k
55 2100947 吉田　夢希斗 ﾖｼﾀﾞ ﾕｷﾄ 埼玉 浦和北高校 3-4k

 　記　録 / 順  位  Split / Lap Time
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開催日／2022年 7月2日(土) ～ 3日(日) 開催地／長野県松本市三才山1830 松本市美鈴湖自転車競技場 (周長333.33m)

第１回 JBCF トラック記録会 松本大会

主催:JBCF（一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟）
主管:長野県自転車競技連盟
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 /（株）オージーケーカブト

この事業は
競輪の補助を
受け実施します。

ｴﾝﾄﾘｰ数： 28
10.  男子１ｋｍタイム・トライアル 決 勝 / 1km TIME TRIAL Final ﾌｨﾆｯｼｭ数：
H,B：ｽﾀｰﾄ位置 欠場・失格等数

IND  ﾀｲﾑ差
PL. 組 No L-No 選  手  名 ｶﾅﾒｲ 県  名 所　属 m    s.     s. 順位 km/h 備考

1 H 4 1700751 小山田 亮 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳ 静岡 TEAM YOU CAN ’
1 B 39 2100249 シャルマ クシュアルグ ｼｬﾙﾏ ｸｼｭｱﾙｸﾞ 埼玉 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ ’
2 H 3 2200258 青山 哲宗 ｱｵﾔﾏ ﾃﾂﾑﾈ 神奈川 Team BFY Racing ’
2 B 31 1502746 中野 雄太 ﾅｶﾉ ﾕｳﾀ 滋賀 PRT KOSEKI　金生堂 ’
3 H 32 1101715 飯嶋 睦 ｲｲｼﾞﾏ ﾑﾂﾐ 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド ’
3 B 35 1602057 河野 仁 ｺｳﾉ ﾋﾄｼ 長野 チャクボタレーシング ’
4 H 40 2201727 高瀬 哲平 ﾀｶｾ ﾃｯﾍﾟｲ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ ’
4 B 34 0900610 岩下 直貴 ｲﾜｼﾀ ﾅｵｷ 長野 イナーメ信濃山形-EFT ’
5 H 24 1600257 野口 直也 ﾉｸﾞﾁ ﾅｵﾔ 東京 SINGLE SPEED SOLDIERS ’
5 B 44 1800091 新井 秀人 ｱﾗｲ ﾋﾃﾞﾄ 兵庫 Rapha Cycling Club ’

6 H 46 2101418 小林　洋平 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳﾍｲ 長野 信州大学教育学部附属長野中学校　※オープン ’
6 B 45 2201380 松村　竜誠 ﾏﾂﾑﾗ ﾀﾂﾅﾘ 長野 Bonne Chance　※オープン ’
7 H 59 2101408 横林　海斗 ﾖｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ 長野 松本工業高校　※オープン ’
7 B 57 2101009 酒井　優太郎 ｻｶｲ ﾕｳﾀﾛｳ 長野 松本工業高校　※オープン ’
8 H 18 1100418 武井 秀周 ﾀｹｲ ﾋﾃﾞﾉﾘ 長野 MISUZUKO TEST TEAM ’
8 B 21 0500349 井上 人志 ｲﾉｳｴ ﾋﾄｼ 滋賀 VC VELOCE ’
9 H 54 1900272 鈴木　龍悟 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳｺﾞ 埼玉 浦和北高校　※オープン ’
9 B 51 2001499 千葉　俊輔 ﾁﾊﾞ ｼｭﾝｽｹ 埼玉 浦和北高校　※オープン ’

10 H 53 2001485 井上　開斗 ｲﾉｳｴ ｶｲﾄ 埼玉 浦和北高校　※オープン ’
10 B 55 2100947 吉田　夢希斗 ﾖｼﾀﾞ ﾕｷﾄ 埼玉 浦和北高校　※オープン ’

11 H 20 1502019 増田 遼馬 ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 長野 MISUZUKO TEST TEAM ’
11 B 52 2001498 田中　海斗 ﾀﾅｶ ｶｲﾄ 埼玉 浦和北高校　※オープン ’
12 H 16 0900796 北澤 竜太郎 ｷﾀｻﾞﾜ ﾘｭｳﾀﾛｳ 長野 MISUZUKO TEST TEAM ’
12 B 23 1401104 山住 虎太郎 ﾔﾏｽﾞﾐ ｺﾀﾛｳ 兵庫 VC VELOCE ’
13 H 22 0600985 二階堂 尚志 ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾀｶｼ 大阪 VC VELOCE ’
13 B 9 1200801 村田 瑞季 ﾑﾗﾀ ﾐｽﾞｷ 京都 岩井商会レーシング ’
14 H 7 0901520 藤井 昭吾 ﾌｼﾞｲ ｼｮｳｺﾞ 滋賀 岩井商会レーシング ’
14 B 50 2001486 海老島　卓弥 ｴﾋﾞｼﾏ ﾀｸﾔ 埼玉 浦和北高校　※オープン ’

  記  録

ｴﾝﾄﾘｰ数： 3
11. 女子500mタイム・トライアル 決 勝 / 500m TIME TRIAL Final ﾌｨﾆｯｼｭ数：
H,B：ｽﾀｰﾄ位置 欠場・失格等数

IND 記  録  ﾀｲﾑ差
PL. 組 No L-No 選  手  名 ｶﾅﾒｲ 県　名 所　属    s.     s. 順位 km/h 備考

1 H 64 2001244 平山　なつみ ﾋﾗﾔﾏ ﾅﾂﾐ 長野 松本工業高校　※オープン
1 B
2 H 62 1802970 大関 奏音 ｵｵｾﾞｷ ｶﾅﾃﾞ 福島 MOPS
2 B 63 9700609 小沼 美由紀 ｵﾇﾏ ﾐﾕｷ 埼玉 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ



Communiqué. No.1-7

開催日／2022年 7月2日(土) ～ 3日(日) 開催地／長野県松本市三才山1830 松本市美鈴湖自転車競技場 (周長333.33m)

第１回 JBCF トラック記録会 松本大会

主催:JBCF（一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟）
主管:長野県自転車競技連盟
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 /（株）オージーケーカブト

この事業は
競輪の補助を
受け実施します。

13. 男子 チーム・スプリント 決 勝 / TEAM SPRINT  Final 1 km

PL.  組 ﾁｰﾑ名  No L-No 選  手  名 ｶﾅﾒｲ 県　名 チーム名  　記　録 / 順  位  Split / Lap Time
39 2100249 シャルマ クシュアルグ ｼｬﾙﾏ ｸｼｭｱﾙｸﾞ 埼玉 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ 位 1Lap

１ スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ 42 1902004 渡辺 悠志 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｼﾞ 埼玉 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ m s 2Lap
41 1602450 内藤 州 ﾅｲﾄｳ ｼｭｳ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ km/h 1-2L

H 2-3L

30 1901416 水澤 秀哉 ﾐｽﾞｻﾜ ﾋﾃﾞﾔ 千葉 BMレーシングZUNOW 位 1Lap
2 BMレーシングZUNOW 29 1800596 西川 奏 ﾆｼｶﾜ ｿｳ 神奈川 BMレーシングZUNOW m s 2Lap

28 1501122 齊藤 宏樹 ｻｲﾄｳ ｺｳｷ 東京 BMレーシングZUNOW km/h 1-2L
H 2-3L

5 1802992 宗崎 世連 ｿｳｻｲ ｾﾚﾝ 高知 岩井商会レーシングB 位 1Lap
3 岩井商会レーシングB 8 700415 窓場 千加頼 ﾏﾄﾞﾊﾞ ﾁｶﾖﾘ 京都 岩井商会レーシングB m s 2Lap

6 600636 畑段 嵐士 ﾊﾀﾀﾞﾝ ｱﾗｼ 京都 岩井商会レーシングB km/h 1-2L
H 2-3L

17 600981 篠原 徹 ｼﾉﾊﾗ ﾄｵﾙ 茨城 MISUZUKO TEST TEAM 位 1Lap
4 MISUZUKO TEST TEAM 20 1502019 増田 遼馬 ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 長野 MISUZUKO TEST TEAM m s 2Lap

16 900796 北澤 竜太郎 ｷﾀｻﾞﾜ ﾘｭｳﾀﾛｳ 長野 MISUZUKO TEST TEAM km/h 1-2L
H 19 1502022 堀江 省吾 ﾎﾘｴ ｼｮｳｺﾞ 長野 MISUZUKO TEST TEAM 2-3L

10 300126 山中 貴雄 ﾔﾏﾅｶ ﾀｶｵ 高知 岩井商会レーシングA 位 1Lap
5 岩井商会レーシングA 9 1200801 村田 瑞季 ﾑﾗﾀ ﾐｽﾞｷ 京都 岩井商会レーシングA m s 2Lap

7 901520 藤井 昭吾 ﾌｼﾞｲ ｼｮｳｺﾞ 滋賀 岩井商会レーシングA km/h 1-2L
H 2-3L


