
2018#4Matsuzakaタイムスケジュール

Ⅰ 受 付 7:30:00 ～

Ⅱ 試 走
7:15～7:45(トラック)、7:45～8：10(ロード)
そのあともう一度トラック

7:15:00 ～ 8:55:00

Ⅳ 競 技 人数/組数
１． FTT 決 勝 51 9:00:00 ～ 9:51:00

２． ケイリン　T3+TLのみ 予 選 ２組 9:51:00 ～ 10:07:00

３． スクラッチ 決 勝 ４組 10:07:00 ～ 11:03:00

４． ケイリン 決 勝 ６組 11:03:00 ～ 11:51:00

５． 昼休みと表彰 11:51:00 ～ 12:46:00

６． TT（1km：30名　500m：29名） 決 勝 59人 12:46:00 ～ 14:13:30

７． ポイントレース 決 勝 4組 14:13:30 ～ 15:13:30

８． 団体種目 決 勝 15:13:30 ～ 15:41:30

９． 表彰

Timetable



 2018/7/8KTF#4Matsuzaka

T１ ２００ｍFTT
№ 氏名 ふりがな area 所属 タイム manual 順位

2 比護 任 ひご あたる 大阪府 イナーメ信濃山形-EFT

3 木村 天哉 きむら たかや 愛知県 岐阜第一高校
4 今村 有亨 いまむら ありみち 京都府 PRT KOSEKI
8 東 洋介 あずま ようすけ 三重県 暁高校

10 光井 晴紀 みつい はるき 大阪 立命館大学
11 佐々木 俊輔 ささき しゅんすけ 三重県 m&m cycle factory
12 小野 豪太 おの ごうた 岐阜県 鶯谷高校

T２　２００ｍFTT
№ 氏名 ふりがな area 所属 タイム manual 順位

15 若原 琢磨 わかはら たくま 岐阜県 岐阜第一高校

18 芝池 旺伽 しばいけ  おうが 三重県 平田野中学
20 岸  侑弥 きし ゆうや 岐阜 岐阜第一高校
21 宮村 浩平 みやむら こうへい 愛知県 KOGMA Racing
24 芝池 伸憲 しばいけ  のぶのり 三重県 鷹組
26 池部 哲夫 いけべ てつお 滋賀 FUKADAまじりんぐ
27 廣井 浩一 ひろい こういち 岐阜県 CARO SPORT
31 八木 文宏 やぎ ふみひろ 三重県 鷹組
34 向井田 直 むかいだ なおき 京都 京都大学
35 伊東 佑晟 いとう ゆうせい 岐阜 岐阜第一高校
36 勝野 雅友 かつの まさとも 岐阜 名岐ベンド

T3　200mFTT
№ 氏名 ふりがな area 所属 タイム manual 順位

38 内田  凛 うちだ  りん 愛知 京都向陽サイクルスポーツクラブ

39 近藤 伸一 こんどう しんいち 三重県
41 高見澤 淳司 たかみざわ じゅんじ 愛知県 岐阜第一高校
42 金森 敦志 かなもり あつし 愛知県
44 小川 遼太 おがわ りょうた 愛知県
45 酒井 寛大 さかい かんだい 三重県
46 神谷 将志 かみや まさし 京都 デサント 野球部
47 岩附 英作 いわつき えいさく 愛知県
48 坪井 伸夫 つぼい のぶお 静岡県 LAKE  HAMANA  RC 

TL　200mFTT
№ 氏名 ふりがな area 所属 タイム manual 順位

50 箕形 和代 みのがた かずよ 三重県 エキップ リオン

51 橋本 のこ はしもと のこ 愛知県
53 増田 千華 ますだ ちか 岐阜県 岐阜第一高校
54 小林 りょう こばやし りょう 京都府 VC VELOCE
55 建石 初穂 たていし はつほ 三重県 暁高校
56 平子 結菜 ひらこ ゆうな 三重県
57 若原 梨々花 わかはら りりか 岐阜県 岐阜第一高校
58 中本 真弥 なかもと  まや 大阪 VC VELOCE

TM　２００ｍFTT
№ 氏名 ふりがな area 所属 タイム manual 順位

59 今西 孝彰 いまにし たかあき 三重県 TZ-AYACY

60 吉田 威久 よしだ たけひさ 三重県 TZ-AYACY
62 兵藤 英恭 ひょうどう ひでやす 岐阜県
63 鈴木 ただし すずき ただし 京都 ドゥールース
64 中出 貴之 なかで たかゆき 三重県 TZ-AYACY
65 小田 一仁 おだ かずひと 愛知県 サクラマチサイクル
66 小出 浩雅 こいで ひろまさ 三重県 m&m cycle factory
68 小林  正樹 こぼやし まさき 三重県 エストスポーツ
69 板崎 寿一 いたざき としかず 三重県

R1　200mFTT
№ 氏名 ふりがな area 所属 タイム manual 順位

70 岩崎 礼緒 いわさき れお 和歌山 FortunaTredici

71 笠松 稜 かさまつ りょう 和歌山 FortunaTredici
75 瀬川 純 せがわ じゅん 滋賀県 Biwako Cycling RC

R2　200mFTT
№ 氏名 ふりがな area 所属 タイム manual 順位

77 久保  務 くぼ  つとむ 愛知県

78 熊本 彰廣 くまもと あきひろ 京都 kyoto-cf

U12  200mFTT
№ 氏名 ふりがな area 所属 タイム manual 順位

79 内田  樂 うちだ  がく 愛知 美山サイクリングクラブ

80 小林  謙斗 こぼやし けんと 三重県 エストスポーツ
200FTT 1／1
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T3+TL ケイリン予選１組  各組1-3位は決勝、4位以下は選抜
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白 37 水野 陽介 みずの ようすけ 愛知県

２．黒 41 高見澤 淳司 たかみざわ じゅんじ 愛知県 岐阜第一高校
３．赤 43 平野 準 ひらの じゅん 愛知県
４．青 45 酒井 寛大 さかい かんだい 三重県
５．黄 47 岩附 英作 いわつき えいさく 愛知県
６．白黒 51 橋本 のこ はしもと のこ 愛知県

７．白赤 58 中本 真弥 なかもと  まや 大阪 VC VELOCE

T3+TL ケイリン予選2組  各組1-3位は決勝、4位以下は選抜
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白 38 内田  凛 うちだ  りん 愛知 京都向陽サイクルスポーツクラブ

２．黒 42 金森 敦志 かなもり あつし 愛知県
３．赤 44 小川 遼太 おがわ りょうた 愛知県
４．青 46 神谷 将志 かみや まさし 京都 デサント 野球部
５．黄 48 坪井 伸夫 つぼい のぶお 静岡県 LAKE  HAMANA  RC 
６．白黒 54 小林 りょう こばやし りょう 京都府 VC VELOCE
７．白赤

T1 ケイリン決勝
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白 1 吉岡 優斗 よしおか ゆうと 大阪府 立命館大学

２．黒 3 木村 天哉 きむら たかや 愛知県 岐阜第一高校
３．赤 4 今村 有亨 いまむら ありみち 京都府 PRT KOSEKI
４．青 5 山本 眞也 やまもと まさや 大阪府 立命館大学
５．黄 8 東 洋介 あずま ようすけ 三重県 暁高校
６．白黒 10 光井 晴紀 みつい はるき 大阪 立命館大学
７．白赤 11 佐々木 俊輔 ささき しゅんすけ 三重県 m&m cycle factory

Ｔ２ケイリン決勝
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白 14 奥村 栞大 おくむら かんた 岐阜県 岐阜第一高校

２．黒 17 川嶋 祐紀(T かわしま ゆうき 和歌山 FortunaTredici
３．赤 20 岸  侑弥 きし ゆうや 岐阜 岐阜第一高校
４．青 21 宮村 浩平 みやむら こうへい 愛知県 KOGMA Racing
５．黄 22 狩野 大吾 かの だいご 静岡 Ｉｋｕｓｅｒ
６．白黒 23 高橋 正幸 たかはし まさゆき 三重県 m&m cycle factory
７．白赤 27 廣井 浩一 ひろい こういち 岐阜県 CARO SPORT
８．白青 32 石田 拓海 いしだ たくみ 岐阜県 岐阜第一高校
9．赤黒 35 伊東 佑晟 いとう ゆうせい 岐阜 岐阜第一高校

ＴMケイリン決勝
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白 59 今西 孝彰 いまにし たかあき 三重県 TZ-AYACY

２．黒 60 吉田 威久 よしだ たけひさ 三重県 TZ-AYACY
３．赤 62 兵藤 英恭 ひょうどう ひでやす 岐阜県
４．青 63 鈴木 ただし すずき ただし 京都 ドゥールース
５．黄 64 中出 貴之 なかで たかゆき 三重県 TZ-AYACY
６．白黒 65 小田 一仁 おだ かずひと 愛知県 サクラマチサイクル
７．白赤 66 小出 浩雅 こいで ひろまさ 三重県 m&m cycle factory
８．白青 67 中村 一馬 なかむら かずま 京都府 Teamまんま
9．赤黒 69 板崎 寿一 いたざき としかず 三重県

R１ ケイリン決勝
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白 71 笠松 稜 かさまつ りょう 和歌山 FortunaTredici

２．黒 72 文倉 慎太郎 ふみくら しんたろう 三重県 m&m cycle factory
３．赤 73 川嶋 祐紀(R かわしま ゆうき 和歌山 FortunaTredici
４．青 74 小西 竜也 こにし たつや 滋賀県
５．黄 75 瀬川 純 せがわ じゅん 滋賀県 Biwako Cycling RC
６．白黒

R2+U12 ケイリン決勝
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白 77 久保  務 くぼ  つとむ 愛知県

２．黒 78 熊本 彰廣 くまもと あきひろ 京都 kyoto-cf
３．赤 79 内田  樂 うちだ  がく 愛知 美山サイクリングクラブ U12

KEIRIN  1／1
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T1　SCRATCH 8km

cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 周回 タイム 順位

１．白 1 吉岡 優斗 よしおか ゆうと 大阪府 立命館大学
２．黒 3 木村 天哉 きむら たかや 愛知県 岐阜第一高校
３．赤 4 今村 有亨 いまむら ありみち 京都府 PRT KOSEKI
４．青 6 松村 光浩 まつむら みつひろ 岐阜県 岐阜第一高校（教員）
５．黄 7 伊藤 蓮 いとう れん 三重県 暁高校
６．白黒 8 東 洋介 あずま ようすけ 三重県 暁高校
７．白赤 10 光井 晴紀 みつい はるき 大阪 立命館大学
８．白青 12 小野 豪太 おの ごうた 岐阜県 鶯谷高校
９．赤青 13 山住 虎太郎 やまずみ こたろう 兵庫県 立命館大学

T2　SCRATCH 8km

cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 周回 タイム 順位

１．白 14 奥村 栞大 おくむら かんた 岐阜県 岐阜第一高校
２．黒 16 土田 誠二 つちだ せいじ 大阪府 つうばいつう
３．赤 17 川嶋 祐紀(T かわしま ゆうき 和歌山 FortunaTredici
４．青 18 芝池 旺伽 しばいけ  おうが 三重県 平田野中学
５．黄 19 寸田 桜 すんだ さくら 京都府 立命館大学
６．白黒 22 狩野 大吾 かの だいご 静岡 Ｉｋｕｓｅｒ
７．白赤 24 芝池 伸憲 しばいけ  のぶのり 三重県 鷹組
８．白青 26 池部 哲夫 いけべ てつお 滋賀 FUKADAまじりんぐ
９．赤青 27 廣井 浩一 ひろい こういち 岐阜県 CARO SPORT
10.黒黄 28 山口 涼輔 やまぐち りょうすけ 岐阜県 岐阜第一高校
11.黒赤 29 富樫 響 とがし ひびき 岐阜県 岐阜第一高校
12.黒青 30 西澤 優聖 にしざわ まさと 岐阜県 岐阜第一高校
13.白黄 31 八木 文宏 やぎ ふみひろ 三重県 鷹組
14.赤黄 32 石田 拓海 いしだ たくみ 岐阜県 岐阜第一高校
15.青黄 33 李 宗雨 り そうう 滋賀 VC VELOCE
16.緑 34 向井田 直 むかいだ なおき 京都 京都大学

T3+TL+TM SCRATC 4km

cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 周回 タイム 順位 cat

１．白 38 内田  凛 うちだ  りん 愛知 京都向陽サイクルスポーツクラブ T3
２．黒 40 寺岡 敦史 てらおか あつし 滋賀 T3
３．赤 43 平野 準 ひらの じゅん 愛知県 T3
４．青 47 岩附 英作 いわつき えいさく 愛知県 T3
５．黄 51 橋本 のこ はしもと のこ 愛知県 TL
６．白黒 52 世古口 美星 せこぐち みほし 岐阜県 岐阜第一高校 TL
７．白赤 54 小林 りょう こばやし りょう 京都府 VC VELOCE TL
８．白青 57 若原 梨々花 わかはら りりか 岐阜県 岐阜第一高校 TL
９．赤青 61 辰巳 裕次郎 たつみ ゆうじろう 滋賀 サムズスピード TM

10.黒黄 62 兵藤 英恭 ひょうどう ひでやす 岐阜県 TM

11.黒赤 65 小田 一仁 おだ かずひと 愛知県 サクラマチサイクル TM

12.黒青 67 中村 一馬 なかむら かずま 京都府 Teamまんま TM

13.白黄 69 板崎 寿一 いたざき としかず 三重県 TM

R1+U12 SCRATCＨ 4km

cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 周回 タイム 順位 CAT

１．白 70 岩崎 礼緒 いわさき れお 和歌山 FortunaTredici R1
２．黒 71 笠松 稜 かさまつ りょう 和歌山 FortunaTredici R1
３．赤 73 川嶋 祐紀(R かわしま ゆうき 和歌山 FortunaTredici R1
４．青 79 内田  樂 うちだ  がく 愛知 美山サイクリングクラブ U12

Scratch  1／1



 2018/7/8KTF#4Matsuzaka

T１　１ｋｍ
H/B № 氏名 ふりがな area 所属 電気タイム 手動タイム 順位

2 比護 任 ひご あたる 大阪府 イナーメ信濃山形-EFT

3 木村 天哉 きむら たかや 愛知県 岐阜第一高校
5 山本 眞也 やまもと まさや 大阪府 立命館大学
7 伊藤 蓮 いとう れん 三重県 暁高校
8 東 洋介 あずま ようすけ 三重県 暁高校
9 井上 人志(T いのうえ ひとし 滋賀 VC VELOCE

10 光井 晴紀 みつい はるき 大阪 立命館大学
11 佐々木 俊輔 ささき しゅんすけ 三重県 m&m cycle factory
12 小野 豪太 おの ごうた 岐阜県 鶯谷高校
13 山住 虎太郎 やまずみ こたろう 兵庫県 立命館大学

T２　１ｋｍ
H/B № 氏名 ふりがな area 所属 電気タイム 手動タイム 順位

14 奥村 栞大 おくむら かんた 岐阜県 岐阜第一高校

15 若原 琢磨 わかはら たくま 岐阜県 岐阜第一高校
18 芝池 旺伽 しばいけ  おうが 三重県 平田野中学
20 岸  侑弥 きし ゆうや 岐阜 岐阜第一高校
21 宮村 浩平 みやむら こうへい 愛知県 KOGMA Racing
23 高橋 正幸 たかはし まさゆき 三重県 m&m cycle factory
24 芝池 伸憲 しばいけ  のぶのり 三重県 鷹組
25 服部 和成 はっとり かずなり 京都府 PRT KOSEKI
26 池部 哲夫 いけべ てつお 滋賀 FUKADAまじりんぐ
27 廣井 浩一 ひろい こういち 岐阜県 CARO SPORT
29 富樫 響 とがし ひびき 岐阜県 岐阜第一高校
31 八木 文宏 やぎ ふみひろ 三重県 鷹組
33 李 宗雨 り そうう 滋賀 VC VELOCE
34 向井田 直 むかいだ なおき 京都 京都大学
35 伊東 佑晟 いとう ゆうせい 岐阜 岐阜第一高校
36 勝野 雅友 かつの まさとも 岐阜 名岐ベンド

Ｒ１  1km
H/B № 氏名 ふりがな area 所属 電気タイム 手動タイム 順位

70 岩崎 礼緒 いわさき れお 和歌山 FortunaTredici

72 文倉 慎太郎 ふみくら しんたろう 三重県 m&m cycle factory
74 小西 竜也 こにし たつや 滋賀県
75 瀬川 純 せがわ じゅん 滋賀県 Biwako Cycling RC

TM  500m
H/B № 氏名 ふりがな area 所属 電気タイム 手動タイム 順位

59 今西 孝彰 いまにし たかあき 三重県 TZ-AYACY

60 吉田 威久 よしだ たけひさ 三重県 TZ-AYACY
62 兵藤 英恭 ひょうどう ひでやす 岐阜県
63 鈴木 ただし すずき ただし 京都 ドゥールース
64 中出 貴之 なかで たかゆき 三重県 TZ-AYACY
66 小出 浩雅 こいで ひろまさ 三重県 m&m cycle factory
68 小林  正樹 こぼやし まさき 三重県 エストスポーツ
69 板崎 寿一 いたざき としかず 三重県

T3 500m
H/B № 氏名 ふりがな area 所属 電気タイム 手動タイム 順位

37 水野 陽介 みずの ようすけ 愛知県

38 内田  凛 うちだ  りん 愛知 京都向陽サイクルスポーツクラブ

39 近藤 伸一 こんどう しんいち 三重県
41 高見澤 淳司 たかみざわ じゅんじ 愛知県 岐阜第一高校
45 酒井 寛大 さかい かんだい 三重県
46 神谷 将志 かみや まさし 京都 デサント 野球部
48 坪井 伸夫 つぼい のぶお 静岡県 LAKE  HAMANA  RC 

49 要藤 友佑 ようとう ゆうすけ 滋賀県 立命館大学

1kmTT/500mTT  1／2
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TL 500m
H/B № 氏名 ふりがな area 所属 電気タイム 手動タイム 順位

50 箕形 和代 みのがた かずよ 三重県 エキップ リオン

51 橋本 のこ はしもと のこ 愛知県
52 世古口 美星 せこぐち みほし 岐阜県 岐阜第一高校
53 増田 千華 ますだ ちか 岐阜県 岐阜第一高校
54 小林 りょう こばやし りょう 京都府 VC VELOCE
55 建石 初穂 たていし はつほ 三重県 暁高校
56 平子 結菜 ひらこ ゆうな 三重県
57 若原 梨々花 わかはら りりか 岐阜県 岐阜第一高校
58 中本 真弥 なかもと  まや 大阪 VC VELOCE

Ｒ２  500m
H/B № 氏名 ふりがな area 所属 電気タイム 手動タイム 順位

77 久保  務 くぼ  つとむ 愛知県
78 熊本 彰廣 くまもと あきひろ 京都 kyoto-cf

U12 500m
H/B № 氏名 ふりがな area 所属 電気タイム 手動タイム 順位

79 内田  樂 うちだ  がく 愛知 美山サイクリングクラブ

80 小林  謙斗 こぼやし けんと 三重県 エストスポーツ

1kmTT/500mTT  2／2
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Ｔ１ ポイント決勝

通過順位 1 2 3 4 5 6 7 8

１着 ５点
２着 ３点
３着 ２点

タイム ４着 １点
４０周１６ ｋｍ ５着 —

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

１．白 1 1 吉岡 優斗 よしおか ゆうと 大阪府 立命館大学

２．黒 2 6 松村 光浩 まつむら みつひろ 岐阜県 岐阜第一高校（教員）

３．赤 3 7 伊藤 蓮 いとう れん 三重県 暁高校

４．青 4 8 東 洋介 あずま ようすけ 三重県 暁高校

５．黄 5 9 井上 人志(Tいのうえ ひとし 滋賀 VC VELOCE

６．白黒 6 13 山住 虎太郎 やまずみ こたろう 兵庫県 立命館大学

T2 ポイント決勝
通過順位 1 2 3 4 5 6 7 8

１着 ５点
２着 ３点
３着 ２点

タイム ４着 １点
３０周１２ ｋｍ ５着 —

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

１．白 1 16 土田 誠二 つちだ せいじ 大阪府つうばいつう

２．黒 2 17 川嶋 祐紀(Tかわしま ゆうき 和歌山FortunaTredici
３．赤 3 19 寸田 桜 すんだ さくら 京都府立命館大学
４．青 4 22 狩野 大吾 かの だいご 静岡 Ｉｋｕｓｅｒ
５．黄 5 25 服部 和成 はっとり かずなり 京都府PRT KOSEKI
６．白黒 6 26 池部 哲夫 いけべ てつお 滋賀 FUKADAまじりんぐ

７．白赤 7 28 山口 涼輔 やまぐち りょうすけ 岐阜県岐阜第一高校
８．白青 8 30 西澤 優聖 にしざわ まさと 岐阜県岐阜第一高校
９．赤青 9 34 向井田 直 むかいだ なおき 京都 京都大学

周回
得点

ポイント周回

周回
得点

合計

合計

順位

順位着順

着順

ポイント周回

CAT

1／2 ポイントレース
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T3+TL+TM ポイント決勝
通過順位 1 2 3 4 5 6 7 8

１着 ５点
２着 ３点
３着 ２点

タイム ４着 １点
３０周１２ ｋｍ ５着 —

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

１．白 1 43 平野 準 ひらの じゅん 愛知県 T3
２．黒 2 47 岩附 英作 いわつき えいさく 愛知県 T3
３．赤 3 57 若原 梨々花 わかはら りりか 岐阜県岐阜第一高校 Tl
４．青 4 61 辰巳 裕次郎 たつみ ゆうじろう 滋賀 サムズスピード TM
５．黄 5 65 小田 一仁 おだ かずひと 愛知県サクラマチサイクル TM
６．白黒 6 67 中村 一馬 なかむら かずま 京都府 Teamまんま TM

R1 ポイント決勝

通過順位 1 2 3 4 5 6 7 8

１着 ５点
２着 ３点
３着 ２点

タイム ４着 １点
２０周８ｋｍ ５着 —

cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 5 10 15 20
15 10 5 G

１．白 1 70 岩崎 礼緒 いわさき れお 和歌山FortunaTredici

２．黒 2 71 笠松 稜 かさまつ りょう 和歌山FortunaTredici
３．赤 3 72 文倉 慎太郎 ふみくら しんたろう 三重県m&m cycle factory

４．青 4 73 川嶋 祐紀(Rかわしま ゆうき 和歌山FortunaTredici
５．黄 5 74 小西 竜也 こにし たつや 滋賀県
６．白黒 6 76 井上 人志(Rいのうえ ひとし 滋賀 ちゃりんこ研究所

CAT順位

ポイント周回

周回
得点

合計

合計

着順

ポイント周回

周回
得点

着順 順位 CAT

2／2 ポイントレース
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