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男子スプリント
1 伊藤 京介 ｲﾄｳ ｷｮｳｽｹ 1702259 三重 ⽇本⼤学 /三重県⾃転⾞競技連盟　※オープン参加
2 島 奨乃 ｼﾏ ｼｮｳﾉ 1700475 ⼤阪 Team ZERO　UNO　FRONTIER
3 藤井 昭吾 ﾌｼﾞｲ ｼｮｳｺﾞ 901520 滋賀 岩井商会レーシング

男子1kmタイムトライアル
1 ⼤屋 健司 ｵｵﾔ ｹﾝｼﾞ 9702303 広島 岩井商会レーシング 1分06秒233
2 村田 瑞季 ﾑﾗﾀ ﾐｽﾞｷ 1200801 京都 岩井商会レーシング 1分06秒715
3 小堀 敢太 ｺﾎﾞﾘ ｶﾝﾀ 1601237 北海道 京都産業⼤学　※オープン参加 1分06秒779

男子4kmインディヴィデュアル・パーシュート
1 渡邉 歩 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾕﾑ 1101375 福島 愛三工業レーシングチーム 4分53秒051
2 ⼤前 翔 ｵｵﾏｴ ｶｹﾙ 1301575 東京 愛三工業レーシングチーム 4分53秒153
3 徳田 匠 ﾄｸﾀﾞ ﾀｸﾐ 1301047 京都 岩井商会レーシング 4分55秒529

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 田村 一暉 ﾀﾑﾗ ｶｽﾞｷ 1901992 広島 崇徳高等学校 3分38秒646
2 世古 眞太郎 ｾｺ ｼﾝﾀﾛ 1802563 三重 LEOMO Bellmare Racing Team 3分38秒650
3 宮内 由樹 ﾐﾔｳﾁ ﾕｳｷ 1901698 広島 広島城北高等学校　※オープン参加 3分49秒155

男子ケイリン
1 小堀 敢太 ｺﾎﾞﾘ ｶﾝﾀ 1601237 北海道 京都産業⼤学　※オープン参加
2 齊藤 宏樹 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｷ 1501122 東京 BMレーシングZUNOW
3 奥澤 優也 ｵｸｻﾞﾜ ﾕｳﾔ 1700507 埼玉 AutoBahnGotemba

男子スクラッチ（10km）
1 荒井 佑太 ｱﾗｲ ﾕｳﾀ 1101135 福井 KINAN Cycling Team
2 ⻄⾕ 泰治 ﾆｼﾀﾆ ﾀｲｼﾞ 9702345 愛知 AISAN SUPPORTERS
3 福永 和人 ﾌｸﾅｶﾞ ｶｽﾞﾄ 1902030 広島 広島市⽴広島工業高等学校　※オープン参加

男子ポイントレース（30km）
1 山本 元喜 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾞﾝｷ 700705 三重 KINAN Cycling Team 68点
2 ⻄⾕ 泰治 ﾆｼﾀﾆ ﾀｲｼﾞ 9702345 愛知 AISAN SUPPORTERS 42点
3 岡本 隼 ｵｶﾓﾄ ﾊﾔﾄ 901309 和歌山 愛三工業レーシングチーム 31点

男子オムニアム
1 ⾕内 健太 ﾔﾁ ｹﾝﾀ 1600795 京都 京都産業⼤学　※オープン参加 132点
2 岡本 隼 ｵｶﾓﾄ ﾊﾔﾄ 901309 和歌山 愛三工業レーシングチーム 112点
3 中村 栄杜 ﾅｶﾑﾗ ｴｲﾄ 1801537 熊本 京都産業⼤学　※オープン参加 98点

男子4kmチームパーシュート
1 VC VELOCE 井上 人志／⼤原 陸／⼆階堂 尚志／山住 ⻁太郎 4'40.865

男子チームスプリント
1 岩井商会レーシング 畑段 嵐⼠／村田 瑞季／山本 隼人 1'18.194
2 AutoBahnGotemba　※オープン参加 奥澤 優也／石井 翔瑛／宮崎 太志 1'21.290
3 BMレーシングZUNOW 井狩 聖貴／江口 多聞／齊藤 宏樹 1'21.313

⼥子500mタイムトライアル
1 伊藤 優⾥ ｲﾄｳ ﾕｳﾘ 1702289 三重 朝明高校 37.955
2 石中 葵 ｲｼﾅｶ ｱｵｲ 1700510 富山 富山県⾃転⾞競技連盟 38.216
3 下条 未悠 ｹﾞｼﾞｮｳ ﾐﾕ 1502101 富山 富山県⾃転⾞競技連盟 38.507

⼥子3kmインディヴィデュアル・パーシュート
1 橋本 優弥 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳﾔ 1401223 福井 MINOURA⼤垣レーシング 3'55.939
2 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 4'00.421
3 伊藤 優以 ｲﾄｳ ﾕｲ 1700729 兵庫 Team ZERO　UNO　FRONTIER 4'03.879

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 松原 爽花 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｻﾔｶ 1902032 広島 広島市⽴広島工業高等学校　※オープン参加 2'51.893

⼥子ケイリン
1 伊藤 優⾥ ｲﾄｳ ﾕｳﾘ 1702289 三重 朝明高校　※オープン参加
2 中本 真弥 ﾅｶﾓﾄ ﾏﾔ 1501099 ⼤阪 VC VELOCE
3 昼田 奈緒 ﾋﾙﾀ ﾅｵ 2001910 岡山 同志社⼤学　※オープン参加

⼥子スクラッチ（6km）
1 橋本 優弥 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳﾔ 1401223 福井 MINOURA⼤垣レーシング
2 伊藤 優以 ｲﾄｳ ﾕｲ 1700729 兵庫 Team ZERO　UNO　FRONTIER
3 川嶋 百香 ｶﾜｼﾏ ﾓﾓｶ 1501660 三重 岩井商会レーシング

⼥子チームスプリント
1 富山県⾃転⾞競技連盟 石中 葵／下条 未悠 0'58.531
2 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 1'02.341
3 岩井商会レーシング 辻本 真希／辻本 真⾥ 1'02.617


