
Communique No.2-1 ／ スタートリスト

１．男子スプリント 予選 （200mフライングTT） 7月31日 8:45 スタート

タイムにより上位８名は１／４決勝へ

順位 # No. 氏名 カナ JCF# 所属 チーム名 タイム km/h

1 28 松村 尚毅 ﾏﾂﾑﾗ ﾅｵｷ 1101348 神奈川 The CAMP＊US

2 37 西川 奏 ﾆｼｶﾜ ｿｳ 1800596 神奈川 BMレーシングZUNOW

3 40 ⾧尾 拓人 ﾅｶﾞｵ ﾀｸﾄ 1801811 埼玉 AutoBahnGotemba

4 35 横野 甫 ﾖｺﾉ ﾊｼﾞﾒ 1500459 大阪 ビチクレッタディマル

5 38 水澤 秀哉 ﾐｽﾞｻﾜ ﾋﾃﾞﾔ 1901416 千葉 BMレーシングZUNOW

6 45 姫野 正志 ﾋﾒﾉ ﾏｻｼ 101066 兵庫 Team ZERO　UNO　FRONTIER

7 55 中川 裕太 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 2100921 広島 広島市立広島工業高等学校　※オープン

8 56 西島 寛瑛 ﾆｼｼﾞﾏ ｶﾝｴｲ 2001086 熊本 九州学院高校　※オープン

9 57 入田 翔 ｲﾘﾀ ｶｹﾙ 2101777 鹿児島 鍛造塾　※オープン

10 30 小谷 実 ｺﾀﾆ ﾐﾉﾙ 200304 京都 岩井商会レーシング

11 36 齊藤 宏樹 ｻｲﾄｳ ｺｳｷ 1501122 東京 BMレーシングZUNOW

12 39 奥澤 優也 ｵｸｻﾞﾜ ﾕｳﾔ 1700507 埼玉 AutoBahnGotemba

13 44 島 奨乃 ｼﾏ ｼｮｳﾉ 1700475 大阪 Team ZERO　UNO　FRONTIER

14 31 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



Communique No.2-2 ／ スタートリスト

3．男子ケイリン 第１回戦
各組、上位3名は決勝へ

組 # No. 氏名 カナ JCF# 所属 チーム名 タイム 順位

1 36 齊藤 宏樹 ｻｲﾄｳ ｺｳｷ 1501122 東京 BMレーシングZUNOW

2 33 ⾧野 耕治 ﾅｶﾞﾉ ｺｳｼﾞ 9702465 愛媛 Il gatto di Hiko

3 28 松村 尚毅 ﾏﾂﾑﾗ ﾅｵｷ 1101348 神奈川 The CAMP＊US

4 35 横野 甫 ﾖｺﾉ ﾊｼﾞﾒ 1500459 大阪 ビチクレッタディマル

5 57 入田 翔 ｲﾘﾀ ｶｹﾙ 2101777 鹿児島 鍛造塾　※オープン

組 # No. 氏名 カナ JCF# 所属 チーム名 タイム 順位

1 41 黒枝 咲哉 ｸﾛｴﾀﾞ ｻﾔ 1001692 大分 Sparkle Oita Racing Teaｍ

2 39 奥澤 優也 ｵｸｻﾞﾜ ﾕｳﾔ 1700507 埼玉 AutoBahnGotemba

3 38 水澤 秀哉 ﾐｽﾞｻﾜ ﾋﾃﾞﾔ 1901416 千葉 BMレーシングZUNOW

4 27 中野 雄太 ﾅｶﾉ ﾕｳﾀ 1502746 滋賀 PRT KOSEKI　金生堂

5 52 三上 京 ﾐｶﾐ ｷｮｳ 2100897 広島 広島市立広島工業高等学校　※オープン

1
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Communique No.2-3 ／ スタートリスト

4．女子ケイリン 決勝

組 # No. 氏名 カナ JCF# 所属 チーム名 タイム 順位

1 61 奥平 厚子 ｵｸﾀﾞｲﾗ ｱﾂｺ 1502316 兵庫 Team ZERO　UNO　FRONTIER

2 62 島袋 陽子 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾖｳｺ 1402380 兵庫 Team ZERO　UNO　FRONTIER

3 65 清水 知美 ｼﾐｽﾞ ﾄﾓﾐ 2101435 兵庫 ビチクレッタディマル

4 66 鈴木 章代 ｽｽﾞｷ ｱｷﾖ 1600221 東京 ビチクレッタディマル

5 67 昼田 奈緒 ﾋﾙﾀ ﾅｵ 2001910 岡山 同志社大学　※オープン

1



Communique No.2-4 ／ スタートリスト

5．男子スクラッチ 決勝 （8km）
No. 氏名 カナ JCF# 所属 チーム名 タイム 順位

＜アウト側よりスタート＞
3 當原 隼人 ﾄｳﾊﾞﾙ ﾊﾔﾄ 1301199 沖縄 愛三工業レーシングチーム
41 黒枝 咲哉 ｸﾛｴﾀﾞ ｻﾔ 1001692 大分 Sparkle Oita Racing Teaｍ
15 石井 翔瑛 ｲｼｲ ｼｮｳｴｲ 1701264 埼玉 AutoBahnGotemba
31 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
32 宮崎 喜彦 ﾐﾔｻﾞｷ ﾖｼﾋｺ 900194 鳥取 岩井商会レーシング
14 新村 拓也 ｼﾝﾑﾗ ﾀｸﾔ 1101042 東京 パナソニックレーシング
18 小森 悠音 ｺﾓﾘ ﾕｳﾄ 1901514 奈良 中京大学　※オープン
43 植田 恒平 ｳｴ ｺｳﾍｲ 1703353 兵庫 Team ZERO　UNO　FRONTIER
52 三上 京 ﾐｶﾐ ｷｮｳ 2100897 広島 広島市立広島工業高等学校　※オープン

＜イン側よりスタート＞
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
42 黒枝 士揮 ｸﾛｴﾀﾞ ｼｷ 700889 大分 Sparkle Oita Racing Teaｍ
40 ⾧尾 拓人 ﾅｶﾞｵ ﾀｸﾄ 1801811 埼玉 AutoBahnGotemba
29 岩井 和也 ｲﾜｲ ｶｽﾞﾔ 1000616 京都 岩井商会レーシング
12 井上 人志 ｲﾉｳｴ ﾋﾄｼ 500349 滋賀 VC VELOCE
37 西川 奏 ﾆｼｶﾜ ｿｳ 1800596 神奈川 BMレーシングZUNOW
48 橋本 凌甫 ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ 701281 和歌山 マトリックスパワータグ
50 天野 勇輝 ｱﾏﾉﾕｳｷ 1901504 京都 同志社大学　※オープン
53 森 瑠希也 ﾓﾘ ﾙｷﾔ 1500384 広島 広島市立広島工業高等学校　※オープン



Communique No.2-5 ／ スタートリスト

8．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 決勝
H/B はゴール位置、順位はタイムにより決定

組 H/B No. 氏名 カナ JCF# 所属 チーム名 タイム km/h 順位

H 24 大澤 兆成 ｵｵｻﾜ ｷﾅﾘ 2100965 三重 久居農林高校　※オープン

B

H 22 大西 健翔 ｵｵﾆｼ ｹﾝｼｮｳ 2101006 三重 久居農林高校　※オープン

B 51 宮部 蒼大 ﾐﾔﾍﾞ ｿｳﾀﾞｲ 2200697 広島 広島市立広島工業高等学校　※オープン 　

H 25 兒玉 晴哉 ｺﾀﾞﾏ ｾｲﾔ 2101171 三重 朝明高校　※オープン

B 54 濱田 真 ﾊﾏﾀﾞ ｼﾝ 2100920 広島 広島市立広島工業高等学校　※オープン

9．男子４kmインディヴィデュアル・パーシュート 決勝
順位はタイムにより決定

組 H/B No. 氏名 カナ JCF# 所属 チーム名 タイム km/h 順位

1 H 1 佐藤 健 ｻﾄｳ ｹﾝ 1501061 福岡 愛三工業レーシングチーム

B 8 孫崎 大樹 ﾏｺﾞｻｷ ﾀﾞｲｷ 800444 佐賀 Sparkle Oita Racing Teaｍ

2 H 4 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

B 10 中井 唯晶 ﾅｶｲ ﾀﾀﾞｱｷ 1201132 滋賀 シマノレーシング 　

3 H 5 渡邊 翔太郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 1000950 岐阜 愛三工業レーシングチーム

B 9 天野 壮悠 ｱﾏﾉ ﾀｹﾊﾙ 1600024 大阪 シマノレーシング

H 13 大原 陸 ｵｵﾊﾗ ﾘｸ 1604019 大阪 VC VELOCE

B 47 新井 秀人 ｱﾗｲ ﾋﾃﾞﾄ 1800091 兵庫 Rapha Cycling Club

H 50 天野 勇輝 ｱﾏﾉﾕｳｷ 1901504 京都 同志社大学　※オープン

B 49 飯田 要次郎 ｲｲﾀﾞ ﾖｳｼﾞﾛｳ 1500754 熊本 同志社大学　※オープン
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Communique No.2-6／ スタートリスト

13．女子５００ｍタイムトライアル 決勝
Ｈスタート単独走

# No. 氏名 カナ JCF# 所属 チーム名 タイム km/h 順位

1 61 奥平 厚子 ｵｸﾀﾞｲﾗ ｱﾂｺ 1502316 兵庫 Team ZERO　UNO　FRONTIER

2 62 島袋 陽子 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾖｳｺ 1402380 兵庫 Team ZERO　UNO　FRONTIER

3 63 辻本 真希 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾏｷﾏ 2001031 京都 岩井商会レーシング

4 64 辻本 真里 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾏﾘ 1801592 京都 岩井商会レーシング

5 66 鈴木 章代 ｽｽﾞｷ ｱｷﾖ 1600221 東京 ビチクレッタディマル

6 65 清水 知美 ｼﾐｽﾞ ﾄﾓﾐ 2101435 兵庫 ビチクレッタディマル

7 67 昼田 奈緒 ﾋﾙﾀ ﾅｵ 2001910 岡山 同志社大学　※オープン



Communique No.2-7 ／ スタートリスト

12．男子１kmタイムトライアル 決勝
H/B はゴール位置

# H/B No. 氏名 カナ JCF# 所属 チーム名 タイム km/h 順位

H 27 中野 雄太 ﾅｶﾉ ﾕｳﾀ 1502746 滋賀 PRT KOSEKI　金生堂

B 　

H 34 丸山 繫一 ﾏﾙﾔﾏ ｼｹﾞｶｽﾞ 1E+07 兵庫 ビチクレッタディマル

B 43 植田 恒平 ｳｴ ｺｳﾍｲ 2E+06 兵庫 Team ZERO　UNO　FRONTIER 　

H 6 沢田 桂太郎 ｻﾜﾀﾞ ｹｲﾀﾛｳ 1E+06 大分 Sparkle Oita Racing Teaｍ

B 16 植益 和行 ｳｴﾏｽ ｶｽﾞﾕｷ 1E+06 大阪 マトリックスパワータグ 　

H 20 樋口 巧真 ﾋｸﾞﾁ ﾀｸﾏ 2E+06 三重 久居農林高校　※オープン

B 19 松井 丈治 ﾏﾂｲｼﾞｮｳｼﾞ 2E+06 大阪 立命館大学　※オープン 　

H 21 近澤 優志朗 ﾁｶｻﾞﾜ ﾕｳｼﾛｳ 2E+06 三重 久居農林高校　※オープン

B 17 森下 圭祐 ﾓﾘｼﾀ ｹｲｽｹ 2E+06 三重 Tokai Potenza　※オープン 　

H 23 前田 心伝 ﾏｴﾀﾞ ｼﾃﾞﾝ 2E+06 三重 久居農林高校　※オープン

B 47 新井 秀人 ｱﾗｲ ﾋﾃﾞﾄ 2E+06 兵庫 Rapha Cycling Club 　

H 26 林 竜広 ﾊﾔｼ ﾀﾂﾋﾛ 200260 愛知 チーム・チェブロ

B 51 宮部 蒼大 ﾐﾔﾍﾞ ｿｳﾀﾞｲ 2E+06 広島 広島市立広島工業高等学校　※オープン 　

H 56 西島 寛瑛 ﾆｼｼﾞﾏ ｶﾝｴｲ 2E+06 熊本 九州学院高校　※オープン

B 55 中川 裕太 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 2E+06 広島 広島市立広島工業高等学校　※オープン 　

H 45 姫野 正志 ﾋﾒﾉ ﾏｻｼ 101066 兵庫 Team ZERO　UNO　FRONTIER

B 46 田中 肇 ﾀﾅｶﾊｼﾞﾒ 2E+06 兵庫 中京大学　※オープン 　

H 44 島 奨乃 ｼﾏ ｼｮｳﾉ 2E+06 大阪 Team ZERO　UNO　FRONTIER

B 33 ⾧野 耕治 ﾅｶﾞﾉ ｺｳｼﾞ 1E+07 愛媛 Il gatto di Hiko 　

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Communique No.2-8 ／ スタートリスト

19．男子４kmチーム・パーシュート 決勝
H/B はゴール位置

# H/B チーム名 No. 氏名 カナ JCF# 所属 タイム km/h 順位

6 沢田 桂太郎 ｻﾜﾀﾞ ｹｲﾀﾛｳ 1E+06 大分

8 孫崎 大樹 ﾏｺﾞｻｷ ﾀﾞｲｷ 800444 佐賀

41 黒枝 咲哉 ｸﾛｴﾀﾞ ｻﾔ 1001692 大分 　

42 黒枝 士揮 ｸﾛｴﾀﾞ ｼｷ 700889 大分 　

20 樋口 巧真 ﾋｸﾞﾁ ﾀｸﾏ 2E+06 三重

21 近澤 優志朗 ﾁｶｻﾞﾜ ﾕｳｼﾛｳ 2100859 三重

22 大西 健翔 ｵｵﾆｼ ｹﾝｼｮｳ 2101006 三重

23 前田 心伝 ﾏｴﾀﾞ ｼﾃﾞﾝ 2101007 三重

24 大澤 兆成 ｵｵｻﾜ ｷﾅﾘ 2100965 三重

　

　

　

　

＊

Sparkle Oita Racing Teaｍ

2

H

H

B

1

B

出走選手リストを当該競技開始１時間前までに書面で招集に提出すること。

久居農林高校　※オープン 　



Communique No.2-9 ／ スタートリスト

20．男子チームスプリント 決勝

# H/B チーム名 No. 氏名 カナ JCF# 所属 タイム km/h 順位

52 三上 京 ﾐｶﾐ ｷｮｳ 2100897 広島

53 森 瑠希也 ﾓﾘ ﾙｷﾔ 1500384 広島 　

54 濱田 真 ﾊﾏﾀﾞ ｼﾝ 2100920 広島

　

15 石井 翔瑛 ｲｼｲ ｼｮｳｴｲ 1701264 埼玉

39 奥澤 優也 ｵｸｻﾞﾜ ﾕｳﾔ 1700507 埼玉 　

40 ⾧尾 拓人 ﾅｶﾞｵ ﾀｸﾄ 1801811 埼玉

36 齊藤 宏樹 ｻｲﾄｳ ｺｳｷ 1501122 東京

37 西川 奏 ﾆｼｶﾜ ｿｳ 1800596 神奈川 　

38 水澤 秀哉 ﾐｽﾞｻﾜ ﾋﾃﾞﾔ 1901416 千葉

43 植田 恒平 ｳｴ ｺｳﾍｲ 1703353 兵庫

44 島 奨乃 ｼﾏ ｼｮｳﾉ 1700475 大阪 　

45 姫野 正志 ﾋﾒﾉ ﾏｻｼ 0101066 兵庫

29 岩井 和也 ｲﾜｲ ｶｽﾞﾔ 1000616 京都

30 小谷 実 ｺﾀﾆ ﾐﾉﾙ 0200304 京都 　

31 藤井 昭吾 ﾌｼﾞｲ ｼｮｳｺﾞ 0901520 滋賀

＊

21．女子チームスプリント 決勝

# H/B チーム名 No. 氏名 カナ JCF# 所属 タイム km/h 順位

61 奥平 厚子 ｵｸﾀﾞｲﾗ ｱﾂｺ 1502316 兵庫

62 島袋 陽子 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾖｳｺ 1402380 兵庫 　

　

63 辻本 真希 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾏｷﾏ 2001031 京都

64 辻本 真里 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾏﾘ 1801592 京都 　

65 清水 知美 ｼﾐｽﾞ ﾄﾓﾐ 2101435 兵庫

66 鈴木 章代 ｽｽﾞｷ ｱｷﾖ 1600221 東京 　

＊

出走選手リストを当該競技開始１時間前までに書面で招集に提出すること。
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H

B

H

B

H

広島市立広島工業高等学校　※オープン

AutoBahnGotemba

BMレーシングZUNOW

Team ZERO　UNO　FRONTIER

岩井商会レーシング

出走選手リストを当該競技開始１時間前までに書面で招集に提出すること。

1

H Team ZERO　UNO　FRONTIER

B

2

H 岩井商会レーシング

B ビチクレッタディマル


