
2016国体予選タイムスケジュール

Ⅰ 受 付 7:30 ～

Ⅱ 練 習 7:00 ～ 8:45

8:40 9:05

Ⅳ 競 技

１． 少年   ケイリン 予 選 2組 9:00 ～ 9:15

２． 成年　200FTT 10名 9:15 ～ 9:32

３． 少年　スプリント 上位8名が1/4へ 予 選 16名 9:32 ～ 10:00

４． 女子　200FTT 5名 10:00 ～ 10:09

５． 成年　ポイント・レース １６ｋｍ 決 勝 8名 10:09 ～ 10:34

６． 少年　ポイント・レース １２ｋｍ 決 勝 11名 10:34 ～ 10:54

７． 女子　2km個人追い抜き 2名 10:54 ～ 11:03

８． 成年   ケイリン 決 勝 1組 11:03 ～ 11:11

９． 少年   ケイリン 決 勝 1組 11:11 ～ 11:19

１０． 女子   ケイリン 決 勝 1組 11:19 ～ 11:27

１１． 少年　スプリント １／4決勝 ４組 11:27 ～ 11:59

１２． 昼休み 11:59 ～ 12:54

１３． 成年　スクラッチ 決 勝 8名 12:54 ～ 13:09

１４． 少年　スクラッチ 決 勝 14名 13:09 ～ 13:24

１５． 女子　スクラッチ 決 勝 5名 13:24 ～ 13:39

１６． 少年　スプリント １／２決勝 2組 13:39 ～ 13:55

１７． 成年　１㎞タイム・トライアル 決 勝 6名 13:55 ～ 14:02

１８． 少年　１㎞タイム・トライアル 決 勝 19名 14:02 ～ 14:27

１９． 女子   500mタイム・トライアル 決 勝 5名 14:27 ～ 14:35

２０． 少年　スプリント 順位決定戦 2組 14:35 ～ 14:43

Ⅴ 表 彰 式



b-no name namef team sp ke sc po tt IP

1 岡田 絵里子 おかだえりこ 北桑田高校 ke sc 500m
2 藤野 晏 ふじのあん 北桑田高校 ke sc 500m IP

3 前田 佳代乃 まえだかよの  ke sc 500m
4 前田 響 まえだひびき 向陽高校 ke sc 500m IP

5 山本 レナ やまもとれな 日本競輪選手会 ke sc 500m

6 天野 颯太 あまのそうた 北桑田高校 sc TT

7 石川 輝 いしかわてる 北桑田高校 sc TT
8 市川 光人 いちかわみつひと 北桑田高校 sc TT
9 井野 誠大 いのまこと 北桑田高校 sc TT

10 岩田 凌弥 いわたりょうや 向陽高校 sp ke

11 上西 叶 うえにしきょう 向陽高校 sc po

12 大井 優茉 おおいゆうま 花園高校 sp ke
13 奥地 龍人 おくちりゅうと 北桑田高校 ke TT
14 小田 隆一 おだりゅういち 北桑田高校 po TT
15 加藤 純 かとうじゅん 北稜高校 sc po TT
16 金田 宏三郎 かねだこうざぶろう 向陽高校 sp ke
17 三本木 大哉 さんぼんきひろや 北稜高校 sp ke TT
18 高倉 廉太郎 たかくられんたろう 北桑田高校 sp TT
19 田上 輝樹 たがみてるき 北桑田高校 po TT
20 田中 颯真 たなかそうま 向陽高校 sp TT
21 道城 海地 どうじょうかいち 同志社高校 sp
22 中元 優一 なかもとゆういち 北桑田高校 ke TT
23 初貝 英隆 はつがいひでたか 北桑田高校 sp ke
24 平松 拓也 ひらまつたくや 北桑田高校 sc po
25 堀越 翔己 ほりこししょうき 北桑田高校 ke TT
26 松山 福人 まつやまさきと 北桑田高校 sp TT
27 水口 宙 みなくちそら 北桑田高校 sc po
28 三宅 大春 みやけたいしゅん 北桑田高校 ke sc
29 谷内 健太 やちけんた 北桑田高校 sp ke
30 山崎 怜音 やまざきれおん 北稜高校 sc po TT
31 吉岡 秀祐 よしおかしゅうすけ 北稜高校 sp ke po
32 吉坂　凜 よしさか　りん 鴨沂高校 sc po
33 大山　慶祐 おおやま　けいすけ 鴨沂高校 ke sc
34 瀧山　里玖 たきやま　りく 鴨沂高校 sc po
35 富田　莉央 とみた　りお 鴨沂高校 sp TT
36 高木　絢匡 たかき　あやまさ 鴨沂高校 sp TT
37 松田　磨城 まつだ　ましろ 平安高校 sp TT
38 森　真崇 もり　まさたか 平安高校 po TT
39 山本　理 やまもと　さとし 平安高校 sp sc
40 山元　慎太朗 やまもと　しんたろう 平安高校 sp

16 12 14 11 19

41 金田 明一郎 かねだみょういちろう 日本体育大学 ke TT
42 須堯 元春 すぎょうもとはる 京都産業大学 sc po TT
43 武田 悠佑 たけだゆうすけ 朝日大学 ke sc
44 徳田 匠 とくだたくみ 鹿屋体育大学 ke sc po TT
45 松本 貞行 まつもとさだゆき Sakatani　Racing po
46 溝口 智貴 みぞぐちともき 京都産業大学 sc po
47 村田瑞季 むらたみずき 中央大学 sp ke TT
48 安田 開 やすだかい 日本体育大学 sc po TT
49 安田京介 やすだきょうすけ 京都産業大学 ke sc po TT
50 湯浅 健生 ゆあさたつき 日本体育大学 sc po
51 草場　啓吾 くさばけいご 日本大学 ke sc po TT

1 6 8 8 7



少年 ケイリン予選1組
№ 氏名 ふりがな 府県所属 タイム 順位

１．白 10 岩田 凌弥 いわたりょうや 向陽高校

２．黒 13 奥地 龍人 おくちりゅうと 北桑田高校
３．赤 17 三本木 大哉 さんぼんきひろや 北稜高校
４．青 23 初貝 英隆 はつがいひでたか 北桑田高校
５．黄 28 三宅 大春 みやけたいしゅん 北桑田高校
６．白黒 31 吉岡 秀祐 よしおかしゅうすけ 北稜高校

少年 ケイリン予選２組
№ 氏名 ふりがな 府県所属 タイム 順位

１．白 12 大井 優茉 おおいゆうま 花園高校

２．黒 16 金田 宏三郎 かねだこうざぶろう 向陽高校
３．赤 22 中元 優一 なかもとゆういち 北桑田高校
４．青 25 堀越 翔己 ほりこししょうき 北桑田高校
５．黄 29 谷内 健太 やちけんた 北桑田高校
６．白黒 33 大山 慶祐 おおやま けいすけ 鴨沂高校

少年 ケイリン決勝
№ 氏名 ふりがな 府県所属 タイム 順位

１．白

２．黒
３．赤
４．青
５．黄
６．白黒

成年 ケイリン決勝
№ 氏名 ふりがな 府県所属 タイム 順位

１．白 41 金田 明一郎 かねだみょういちろう 日本体育大学

２．黒 43 武田 悠佑 たけだゆうすけ 朝日大学
３．赤 44 徳田 匠 とくだたくみ 鹿屋体育大学
４．青 47 村田瑞季 むらたみずき 中央大学
５．黄 49 安田京介 やすだきょうすけ 京都産業大学
６．白黒 51 草場 啓吾 くさばけいご 日本大学

女子 ケイリン決勝
№ 氏名 ふりがな 府県所属 タイム 順位

１．白 1 岡田 絵里子 おかだえりこ 北桑田高校

２．黒 2 藤野 晏 ふじのあん 北桑田高校
３．赤 3 前田 佳代乃 まえだかよの  
４．青 4 前田 響 まえだひびき 向陽高校
５．黄 5 山本 レナ やまもとれな 日本競輪選手会
６．白黒



成年 ポイント
1 2 3 4 5 6 7 8

１着 ５点
２着 ３点
３着 ２点

Time ４着 １点
16km40周 ５着 —

cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 35 30 25 20 15 10 5 G
5 10 15 20 25 30 35 40

１．白 42 須堯 元春 すぎょうもとはる 京都産業大学

２．黒 44 徳田 匠 とくだたくみ 鹿屋体育大学
３．赤 45 松本 貞行 まつもとさだゆき Sakatani　Racing

４．青 46 溝口 智貴 みぞぐちともき 京都産業大学
５．黄 48 安田 開 やすだかい 日本体育大学
６．白黒 49 安田京介 やすだきょうすけ 京都産業大学
７．白赤 50 湯浅 健生 ゆあさたつき 日本体育大学
８．白青 51 草場 啓吾 くさばけいご 日本大学

少年 ポイント
1 2 3 4 5 6 7 8

１着 ５点
２着 ３点
３着 ２点

Time ４着 １点
12km30周 ５着 —

cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 35 30 25 20 15 10 5 G
5 10 15 20 25 30 35 40

１．白 11 上西 叶 うえにしきょう 向陽高校

２．黒 14 小田 隆一 おだりゅういち 北桑田高校
３．赤 15 加藤 純 かとうじゅん 北稜高校
４．青 19 田上 輝樹 たがみてるき 北桑田高校
５．黄 24 平松 拓也 ひらまつたくや 北桑田高校
６．白黒 27 水口 宙 みなくちそら 北桑田高校
７．白赤 30 山崎 怜音 やまざきれおん 北稜高校
８．白青 31 吉岡 秀祐 よしおかしゅうすけ 北稜高校

９．赤青 32 吉坂 凜 よしさか りん 鴨沂高校

10.黒黄 34 瀧山 里玖 たきやま りく 鴨沂高校
11.黒赤 38 森 真崇 もり まさたか 平安高校

周回

通
過
順
位

ポイント周回

周回
得点

合計 着順

周回

順位

通
過
順
位

ポイント周回

周回
得点

合計 着順 順位



成年スクラッチ 12km
cap № 氏名 ふりがな 府県所属 周回 タイム 順位

１．白 42 須堯 元春 すぎょうもとはる 京都産業大学

２．黒 43 武田 悠佑 たけだゆうすけ 朝日大学

３．赤 44 徳田 匠 とくだたくみ 鹿屋体育大学

４．青 46 溝口 智貴 みぞぐちともき 京都産業大学

５．黄 48 安田 開 やすだかい 日本体育大学

６．白黒 49 安田京介 やすだきょうすけ 京都産業大学

７．白赤 50 湯浅 健生 ゆあさたつき 日本体育大学

８．白青 51 草場 啓吾 くさばけいご 日本大学

少年スクラッチ 10km
cap № 氏名 ふりがな 府県所属 周回 タイム 順位

１．白 6 天野 颯太 あまのそうた 北桑田高校

２．黒 7 石川 輝 いしかわてる 北桑田高校

３．赤 8 市川 光人 いちかわみつひと 北桑田高校

４．青 9 井野 誠大 いのまこと 北桑田高校

５．黄 11 上西 叶 うえにしきょう 向陽高校

６．白黒 15 加藤 純 かとうじゅん 北稜高校

７．白赤 24 平松 拓也 ひらまつたくや 北桑田高校

８．白青 27 水口 宙 みなくちそら 北桑田高校

９．赤青 28 三宅 大春 みやけたいしゅん 北桑田高校

10.黒黄 30 山崎 怜音 やまざきれおん 北稜高校

11.黒赤 32 吉坂 凜 よしさか りん 鴨沂高校

12.黒青 33 大山 慶祐 おおやま けいすけ 鴨沂高校

13.白黄 34 瀧山 里玖 たきやま りく 鴨沂高校

14.赤黄 39 山本 理 やまもと さとし 平安高校

女子 スクラッチ 6km
cap № 氏名 ふりがな 府県所属 周回 タイム 順位

１．白 1 岡田 絵里子 おかだえりこ 北桑田高校

２．黒 2 藤野 晏 ふじのあん 北桑田高校

３．赤 3 前田 佳代乃 まえだかよの  

４．青 4 前田 響 まえだひびき 向陽高校

５．黄 5 山本 レナ やまもとれな 日本競輪選手会



少年スプリント１／４決勝
組 cap № 氏名 ふりがな 府県所属 タイム 順位

1 1.白

1 2.赤

2 1.白

2 2.赤

3 1.白

3 2.赤

4 1.白

4 2.赤

少年スプリント１／２決勝
組 cap № 氏名 ふりがな 府県所属 タイム 順位

1 1.白

1 2.赤

2 1.白

2 2.赤

少年スプリント５－８位決定戦
組 cap № 氏名 ふりがな 府県所属 タイム 順位

1.白
2.黒
3.赤
4.青

少年スプリント３－４位決定戦
組 cap № 氏名 ふりがな 府県所属 タイム 順位

1.白
2.赤

少年スプリント決勝
組 cap № 氏名 ふりがな 府県所属 タイム タイム タイム 順位

1.白
2.赤



成年 スプリント参考記録 出場は任意
№ 氏名 ふりがな 府 所属 タイム 順位
41 金田 明一郎 かねだみょういちろう 日本体育大学

42 須堯 元春 すぎょうもとはる 京都産業大学
43 武田 悠佑 たけだゆうすけ 朝日大学
44 徳田 匠 とくだたくみ 鹿屋体育大学
45 松本 貞行 まつもとさだゆき Sakatani　Racing
46 溝口 智貴 みぞぐちともき 京都産業大学
47 村田瑞季 むらたみずき 中央大学
48 安田 開 やすだかい 日本体育大学
49 安田京介 やすだきょうすけ 京都産業大学
50 湯浅 健生 ゆあさたつき 日本体育大学
51 草場 啓吾 くさばけいご 日本大学

少年スプリント予選 上位8名は1/4決勝へ
№ 氏名 ふりがな 所属 タイム 順位
10 岩田 凌弥 いわたりょうや 向陽高校

12 大井 優茉 おおいゆうま 花園高校
16 金田 宏三郎 かねだこうざぶろう 向陽高校
17 三本木 大哉 さんぼんきひろや 北稜高校
18 高倉 廉太郎 たかくられんたろう 北桑田高校
20 田中 颯真 たなかそうま 向陽高校
21 道城 海地 どうじょうかいち 同志社高校
23 初貝 英隆 はつがいひでたか 北桑田高校
26 松山 福人 まつやまさきと 北桑田高校
29 谷内 健太 やちけんた 北桑田高校
31 吉岡 秀祐 よしおかしゅうすけ 北稜高校
35 富田 莉央 とみた りお 鴨沂高校

36 高木 絢匡 たかき あやまさ 鴨沂高校

37 松田 磨城 まつだ ましろ 平安高校

39 山本 理 やまもと さとし 平安高校

40 山元 慎太朗 やまもと しんたろう 平安高校

女子 スプリント参考記録 出場は任意
№ 氏名 ふりがな 府 所属 タイム 順位

1 岡田 絵里子 おかだえりこ 北桑田高校

2 藤野 晏 ふじのあん 北桑田高校
3 前田 佳代乃 まえだかよの  
4 前田 響 まえだひびき 向陽高校
5 山本 レナ やまもとれな 日本競輪選手会



成年 １ｋｍ
H/B № 氏名 ふりがな 府県所属 手動タイム 電気タイム 順位

41 金田 明一郎 かねだみょういちろう 日本体育大学

42 須堯 元春 すぎょうもとはる 京都産業大学
51 草場 啓吾 くさばけいご 日本大学
49 安田京介 やすだきょうすけ 京都産業大学
48 安田 開 やすだかい 日本体育大学
47 村田瑞季 むらたみずき 中央大学
44 徳田 匠 とくだたくみ 鹿屋体育大学

少年 １ｋｍ
H/B № 氏名 ふりがな 所属 手動タイム 電気タイム 順位

6 天野 颯太 あまのそうた 北桑田高校

7 石川 輝 いしかわてる 北桑田高校
8 市川 光人 いちかわみつひと 北桑田高校
9 井野 誠大 いのまこと 北桑田高校

13 奥地 龍人 おくちりゅうと 北桑田高校
14 小田 隆一 おだりゅういち 北桑田高校
15 加藤 純 かとうじゅん 北稜高校
17 三本木 大哉 さんぼんきひろや 北稜高校
18 高倉 廉太郎 たかくられんたろう 北桑田高校
19 田上 輝樹 たがみてるき 北桑田高校
20 田中 颯真 たなかそうま 向陽高校
22 中元 優一 なかもとゆういち 北桑田高校
25 堀越 翔己 ほりこししょうき 北桑田高校
26 松山 福人 まつやまさきと 北桑田高校
30 山崎 怜音 やまざきれおん 北稜高校
35 富田 莉央 とみた りお 鴨沂高校
36 高木 絢匡 たかき あやまさ 鴨沂高校
37 松田 磨城 まつだ ましろ 平安高校
38 森 真崇 もり まさたか 平安高校

女子 ５００ｍ
H/B 氏名 ふりがな 府県所属 手動タイム 電気タイム 順位

4 前田 響 まえだひびき 向陽高校

2 藤野 晏 ふじのあん 北桑田高校
1 岡田 絵里子 おかだえりこ 北桑田高校
5 山本 レナ やまもとれな 日本競輪選手会
3 前田 佳代乃 まえだかよの  

女子 個人追い抜き
H/B № 氏名 ふりがな 府県所属 手動タイム 電気タイム 順位

2 藤野 晏 ふじのあん 北桑田高校

4 前田 響 まえだひびき 向陽高校
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