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第４回東京都トラック記録会
 2014年4月13日　立川競輪場（４００ｍ走路）

主催・主管：東京都自転車競技連盟

エントリーリスト
ゼッケン 氏名 登録地 登録番号 性別 クラブ（学校）名 クラス R１KTT 200F 1KTT 500mTT IP2K IP3K IP4K TS TP

1 若月　昌枝 神奈川 申請中 女 チームガッタ トラック ○ ○ A

2 菅澤　正憲 東京 13MM1101706 男 京浜ピストクラブ トラック ○ ○

3 中川　禎久 神奈川 14MN1000135 男 湘南愛輪会 トラック ○ ○

4 市川　英昭 神奈川 14MM0300815 男 湘南愛輪会 トラック ○ ○

5 佐藤　研一 神奈川 14ME1001310 男 湘南愛輪会 トラック ○ ○

6 奥津　憲 埼玉 11MM0900759 男 湘南愛輪会 トラック ○ ○

7 和地　恵美 臨時登録 女 スーパーｋアスリートラボ トラック ○ ○ A

8 佐藤　雄太 埼玉 申請中 男 club SPERNZA トラック ○ ○

9 森田　大樹 東京 13MJ1201248 男J 都立小平西高等学校 トラック ○ ○ B

10 平山　冬芽 東京 13MJ1200943 男J 都立小平西高等学校 トラック ○ ○ B

11 中村　真人 東京 13MJ1300864 男J 都立小平西高等学校 トラック ○ ○ B

12 林　航平 神奈川 14MU0900951 男 TOKYO VENTOS トラック ○ ○

13 高橋　秀樹 東京 13MM9800102 男 IzuCSC トラック ○ ○

14 眞壁　純一 福島 07MM1100744 男 スピードクルーズ福島 トラック ○ ○

15 佐久間　嘉明 臨時登録 男 Beach トラック ○ ○

16 鳥海　秀明 東京 13MM1300262 男 航空電子自転車競技部 ロード ○

17 中台　篤史 東京 13MM0801704 男 航空電子自転車競技部 トラック ○ ○ A

18 田口　和広 東京 13ME0100143 男 航空電子自転車競技部 トラック ○ ○ A

19 小林　清仁 山形 06MU0100802 男 航空電子自転車競技部 トラック ○ ○ A

20 小宮　僚介 東京 13MM1200537 男 航空電子自転車競技部 トラック ○ ○ A

21 冨澤　孝之 臨時登録 男 ー ロード ○

22 羽田野　隆彦 東京 13MM0300048 男 チームガッタ トラック ○ ○

23 吉田　尚平 東京 13MJ1200931 男J 都立八王子桑志高校 トラック ○ ○ C

24 清水　覚 東京 13MJ1200926 男J 都立八王子桑志高校 トラック ○ ○ C

25 納家　一樹 東京 13MJ1300890 男J 都立八王子桑志高校 トラック ○ ○ C

26 塚本　翼 東京 13MJ1200928 男J 都立八王子桑志高校 トラック ○ ○ D

27 鈴木　健矢 東京 13MJ1200927 男J 都立八王子桑志高校 トラック ○ ○ D

28 松本　弾 東京 13MJ1200930 男J 都立八王子桑志高校 トラック ○ ○ D

29 高橋　出帆 東京 13MY1300891 男J 都立八王子桑志高校 トラック ○ ○ 補

30 島田　祥吾 東京 13MY1300888 男J 都立八王子桑志高校 トラック ○ ○ 補

31 熊田　湧太 東京 13MY1300892 男Y 都立八王子桑志高校 トラック ○ ○ 補

32 矢口　翔也 東京 申請中 男Y 都立八王子桑志高校 トラック ○

33 岩﨑　瑤子 東京 13FJ1200932 女J 都立八王子桑志高校 トラック ○ ○ E

34 近藤　舞雪 東京 13FY1301828 女Y 都立八王子桑志高校 トラック ○ ○ E

35 石橋　敬三 東京 13MM0900456 男 TRA トラック ○ ○

36 大野　高明 臨時登録 男 横河電機YCC トラック ○ ○

37 立川　満 臨時登録 男 チームラバネロ ロード ○

38 清水　洋一 東京 13MM1000397 男 FAST LANE Racing トラック ○ ○

39 大喜多　将 東京 13MJ1301671 男J なるしまフレンド トラック ○ ○

40 沼野　康仁 東京 13MM9802503 男 ＶＣ　ＳＰＬＥＮＤＯＲ トラック ○ ○

41 村　純一 東京 13MM1201571 男 チーム・Y トラック ○ ○

42 山下　徹 臨時登録 男 ー トラック ○ ○

43 鈴木　輝大 臨時登録 男 ー トラック ○ ○

44 上村　泰正 山口 35MM0000403 男 チーム　サイクルプラス トラック ○ ○

45 片山　滉介 東京 13MJ1200934 男J 成城高等学校自転車競技部 トラック ○ F

46 今井　健太郎 東京 13MJ1201895 男J 成城高等学校自転車競技部 トラック ○ ○ F

47 宮田　遼太 東京 13MJ1300905 男J 成城高等学校自転車競技部 トラック ○ ○ F

48 石橋　賢一 東京 13MM1001834 男 伊豆CSC トラック ○

49 穂苅　祐太 東京 13ME0600417 男 ー トラック ○ ○
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２０１４　第４回トラック記録会
 2014年4月13日（日）立川競輪場（400m走路）

主催：東京都自転車競技連盟

スタートリスト

 

 

この大会は、
競輪の補助金を受けて開催しました。

Communique’１-１

男子ジュニア２００mフライングタイムトライアル

出走順 ゼッケン 氏名 ふりがな 登録地 登録番号 性別 クラブ（学校）名

1 47 宮田　遼太 みやた　りょうた 東京 13MJ1300905 男J 成城高等学校自転車競技部

2 46 今井　健太郎 いまい　けんたろう 東京 13MJ1201895 男J 成城高等学校自転車競技部

3 31 熊田　湧太 くまだ　ゆうた 東京 13MY1300892 男Y 都立八王子桑志高校

4 11 中村　真人 なかむら　まさと 東京 13MJ1300864 男J 都立小平西高等学校

5 30 島田　祥吾 しまだ　しょうご 東京 13MY1300888 男J 都立八王子桑志高校

6 29 高橋　出帆 たかはし いずほ 東京 13MY1300891 男J 都立八王子桑志高校

7 10 平山　冬芽 ひらやま　とうが 東京 13MJ1200943 男J 都立小平西高等学校

8 39 大喜多　将 おおきた　しょう 東京 13MJ1301671 男J なるしまフレンド

9 9 森田　大樹 もりた　だいき 東京 13MJ1201248 男J 都立小平西高等学校

10 28 松本　弾 まつもと　だん 東京 13MJ1200930 男J 都立八王子桑志高校

11 24 清水　覚 しみず　さとる 東京 13MJ1200926 男J 都立八王子桑志高校

12 27 鈴木　健矢 すずき　けんや 東京 13MJ1200927 男J 都立八王子桑志高校

13 25 納家　一樹 なや　かずき 東京 13MJ1300890 男J 都立八王子桑志高校

14 26 塚本　翼 つかもと　つばさ 東京 13MJ1200928 男J 都立八王子桑志高校

15 23 吉田　尚平 よしだ　しょうへい 東京 13MJ1200931 男J 都立八王子桑志高校

男子２００mフライングタイムトライアル

出走順 ゼッケン 氏名 ふりがな 登録地 登録番号 性別 クラブ（学校）名

1 5 佐藤　研一 さとう　けんいち 神奈川 14ME1001310 男 湘南愛輪会

2 36 大野　高明 おおの　たかあき 臨時登録 男 横河電機YCC

3 40 沼野　康仁 ぬまの　やすひと 東京 13MM9802503 男 ＶＣ　ＳＰＬＥＮＤＯＲ

4 15 佐久間　嘉明 さくま　よしあき 臨時登録 男 Beach

5 3 中川　禎久 なかがわ　よしひさ 神奈川 14MN1000135 男 湘南愛輪会

6 8 佐藤　雄太 さとう　ゆうた 埼玉 申請中 男 club SPERNZA

7 35 石橋　敬三 いしばし　けいぞう 東京 13MM0900456 男 TRA

8 14 眞壁　純一 まかべ　じゅんいち 福島 07MM1100744 男 スピードクルーズ福島

9 44 上村　泰正 かみむら　やすまさ 山口 35MM0000403 男 チーム　サイクルプラス

10 20 小宮　僚介 こみや　りょうすけ 東京 13MM1200537 男 航空電子自転車競技部

11 6 奥津　憲 おくつ　けん 埼玉 11MM0900759 男 湘南愛輪会

12 4 市川　英昭 いちかわ　ひであき 神奈川 14MM0300815 男 湘南愛輪会

13 42 山下　徹 やました　とおる 臨時登録 男 ー

14 49 穂苅　祐太 ほかり　ゆうた 東京 13ME0600417 男 ー

15 43 鈴木　輝大 すずき　こうだい 臨時登録 男 ー

16 19 小林　清仁 こばやし　きよひと 山形 06MU0100802 男 航空電子自転車競技部
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２０１４　第４回トラック記録会
 2014年4月13日（日）立川競輪場（400m走路）

主催：東京都自転車競技連盟

スタートリスト

 

 

この大会は、
競輪の補助金を受けて開催しました。

Communique’１-２

女子ジュニア２００mフライングタイムトライアル

出走順 ゼッケン 氏名 ふりがな 登録地 登録番号 性別 クラブ（学校）名

1 33 岩﨑　瑤子 いわさき　たまこ 東京 13FJ1200932 女J 都立八王子桑志高校

女子２００mフライングタイムトライアル

出走順 ゼッケン 氏名 ふりがな 登録地 登録番号 性別 クラブ（学校）名

1 1 若月　昌枝 わかつき　まさえ 神奈川 申請中 女 チームガッタ

2 7 和地　恵美 わち　えみ 臨時登録 女 スーパーｋアスリートラボ

男子１kmタイムトライアル（ロードレーサーの部）

出走順 ゼッケン 氏名 ふりがな 登録地 登録番号 性別 クラブ（学校）名

1 21 冨澤　孝之 とみさわ　たかゆき 臨時登録 男 ー

37 立川　満 たちかわ　みつる 臨時登録 男 チームラバネロ

16 鳥海　秀明 とりうみ　ひであき 東京 13MM1300262 男 航空電子自転車競技部

男子ジュニア１kmタイムトライアル

出走順 ゼッケン 氏名 ふりがな 登録地 登録番号 性別 クラブ（学校）名

32 矢口　翔也 やぐち　しょうや 東京 申請中 男Y 都立八王子桑志高校

11 中村　真人 なかむら　まさと 東京 13MJ1300864 男J 都立小平西高等学校

31 熊田　湧太 くまだ　ゆうた 東京 13MY1300892 男Y 都立八王子桑志高校

47 宮田　遼太 みやた　りょうた 東京 13MJ1300905 男J 成城高等学校自転車競技部

30 島田　祥吾 しまだ　しょうご 東京 13MY1300888 男J 都立八王子桑志高校

39 大喜多　将 おおきた　しょう 東京 13MJ1301671 男J なるしまフレンド

46 今井　健太郎 いまい　けんたろう 東京 13MJ1201895 男J 成城高等学校自転車競技部

29 高橋　出帆 たかはし いずほ 東京 13MY1300891 男J 都立八王子桑志高校

9 森田　大樹 もりた　だいき 東京 13MJ1201248 男J 都立小平西高等学校

27 鈴木　健矢 すずき　けんや 東京 13MJ1200927 男J 都立八王子桑志高校

28 松本　弾 まつもと　だん 東京 13MJ1200930 男J 都立八王子桑志高校

26 塚本　翼 つかもと　つばさ 東京 13MJ1200928 男J 都立八王子桑志高校

45 片山　滉介 かたやま　こうすけ 東京 13MJ1200934 男J 成城高等学校自転車競技部

25 納家　一樹 なや　かずき 東京 13MJ1300890 男J 都立八王子桑志高校

10 平山　冬芽 ひらやま　とうが 東京 13MJ1200943 男J 都立小平西高等学校

23 吉田　尚平 よしだ　しょうへい 東京 13MJ1200931 男J 都立八王子桑志高校

6

7

8

2

1

2

3

4

5
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２０１４　第４回トラック記録会
 2014年4月13日（日）立川競輪場（400m走路）

主催：東京都自転車競技連盟

スタートリスト

 

 

この大会は、
競輪の補助金を受けて開催しました。

Communique’１-３

男子１kmタイムトライアル

出走順 ゼッケン 氏名 ふりがな 登録地 登録番号 性別 クラブ（学校）名

1 36 大野　高明 おおの　たかあき 臨時登録 男 横河電機YCC

15 佐久間　嘉明 さくま　よしあき 臨時登録 男 Beach

17 中台　篤史 なかだい あつし 東京 13MM0801704 男 航空電子自転車競技部

20 小宮　僚介 こみや　りょうすけ 東京 13MM1200537 男 航空電子自転車競技部

2 菅澤　正憲 すがさわ　まさのり 東京 13MM1101706 男 京浜ピストクラブ

8 佐藤　雄太 さとう　ゆうた 埼玉 申請中 男 club SPERNZA

14 眞壁　純一 まかべ　じゅんいち 福島 07MM1100744 男 スピードクルーズ福島

35 石橋　敬三 いしばし　けいぞう 東京 13MM0900456 男 TRA

18 田口　和広 たぐち　かずひろ 東京 13ME0100143 男 航空電子自転車競技部

44 上村　泰正 かみむら　やすまさ 山口 35MM0000403 男 チーム　サイクルプラス

48 石橋　賢一 いしばし　けんいち 東京 13MM1001834 男 伊豆CSC

38 清水　洋一 しみず　よういち 東京 13MM1000397 男 FAST LANE Racing

3 中川　禎久 なかがわ　よしひさ 神奈川 14MN1000135 男 湘南愛輪会

41 村　純一 むら　じゅんいち 東京 13MM1201571 男 チーム・Y

5 佐藤　研一 さとう　けんいち 神奈川 14ME1001310 男 湘南愛輪会

6 奥津　憲 おくつ　けん 埼玉 11MM0900759 男 湘南愛輪会

42 山下　徹 やました　とおる 臨時登録 男 ー

22 羽田野　隆彦 はたの　たかひこ 東京 13MM0300048 男 チームガッタ

13 高橋　秀樹 たかはし　ひでき 東京 13MM9800102 男 IzuCSC

43 鈴木　輝大 すずき　こうだい 臨時登録 男 ー

49 穂苅　祐太 ほかり　ゆうた 東京 13ME0600417 男 ー

19 小林　清仁 こばやし　きよひと 山形 06MU0100802 男 航空電子自転車競技部

12 林　航平 はやし　こうへい 神奈川 14MU0900951 男 TOKYO VENTOS

女子ジュニア５００mタイムトライアル

出走順 ゼッケン 氏名 ふりがな 登録地 登録番号 性別 クラブ（学校）名

34 近藤　舞雪 こんどう　まゆ 東京 13FY1301828 女Y 都立八王子桑志高校

33 岩﨑　瑤子 いわさき　たまこ 東京 13FJ1200932 女J 都立八王子桑志高校

女子５００mタイムトライアル

出走順 ゼッケン 氏名 ふりがな 登録地 登録番号 性別 クラブ（学校）名

7 和地　恵美 わち　えみ 臨時登録 女 スーパーｋアスリートラボ

1 若月　昌枝 わかつき　まさえ 神奈川 申請中 女 チームガッタ

11

12

1

1

5

6

7

8

9

10

2

3

4
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Communique’１-４

男子ジュニア３km個人追い抜き競走

出走順 S／G ゼッケン 氏名 ふりがな 登録地 登録番号 性別 クラブ（学校）名

1 B／H 24 清水　覚 しみず　さとる 東京 13MJ1200926 男J 都立八王子桑志高校

男子３km個人追い抜き競走

出走順 S／G ゼッケン 氏名 ふりがな 登録地 登録番号 性別 クラブ（学校）名

B／H 40 沼野　康仁 ぬまの　やすひと 東京 13MM9802503 男 ＶＣ　ＳＰＬＥＮＤＯＲ

H／B 4 市川　英昭 いちかわ　ひであき 神奈川 14MM0300815 男 湘南愛輪会

B／H 13 高橋　秀樹 たかはし　ひでき 東京 13MM9800102 男 IzuCSC

H／B 22 羽田野　隆彦 はたの　たかひこ 東京 13MM0300048 男 チームガッタ

女子ジュニア２km個人追い抜き競走

出走順 S／G ゼッケン 氏名 ふりがな 登録地 登録番号 性別 クラブ（学校）名

1 H／H 34 近藤　舞雪 こんどう　まゆ 東京 13FY1301828 女Y 都立八王子桑志高校

男子４km個人追い抜き競走

出走順 S／G ゼッケン 氏名 ふりがな 登録地 登録番号 性別 クラブ（学校）名

H／H 38 清水　洋一 しみず　よういち 東京 13MM1000397 男 FAST LANE Racing

B／B 2 菅澤　正憲 すがさわ　まさのり 東京 13MM1101706 男 京浜ピストクラブ

H／H 17 中台　篤史 なかだい あつし 東京 13MM0801704 男 航空電子自転車競技部

B／B 18 田口　和広 たぐち　かずひろ 東京 13ME0100143 男 航空電子自転車競技部

H／H 41 村　純一 むら　じゅんいち 東京 13MM1201571 男 チーム・Y

B／B 12 林　航平 はやし　こうへい 神奈川 14MU0900951 男 TOKYO VENTOS

1

2

3

1

2
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Communique’１-５

女子チームスプリント

出走順 S／G ゼッケン 氏名 ふりがな 登録地 登録番号 性別 クラブ（学校）名

33 岩﨑　瑤子 いわさき　たまこ 東京 13FJ1200932 女J 都立八王子桑志高校

34 近藤　舞雪 こんどう　まゆ 東京 13FY1301828 女Y 都立八王子桑志高校

1 若月　昌枝 わかつき　まさえ 神奈川 申請中 女 チームガッタ

7 和地　恵美 わち　えみ 臨時登録 女 スーパーｋアスリートラボ

男子チームスプリント

出走順 S／G ゼッケン 氏名 ふりがな 登録地 登録番号 性別 クラブ（学校）名

45 片山　滉介 かたやま　こうすけ 東京 13MJ1200934 男J 成城高等学校自転車競技部

46 今井　健太郎 いまい　けんたろう 東京 13MJ1201895 男J 成城高等学校自転車競技部

47 宮田　遼太 みやた　りょうた 東京 13MJ1300905 男J 成城高等学校自転車競技部

26 塚本　翼 つかもと　つばさ 東京 13MJ1200928 男J 都立八王子桑志高校

27 鈴木　健矢 すずき　けんや 東京 13MJ1200927 男J 都立八王子桑志高校

28 松本　弾 まつもと　だん 東京 13MJ1200930 男J 都立八王子桑志高校

9 森田　大樹 もりた　だいき 東京 13MJ1201248 男J 都立小平西高等学校

10 平山　冬芽 ひらやま　とうが 東京 13MJ1200943 男J 都立小平西高等学校

11 中村　真人 なかむら　まさと 東京 13MJ1300864 男J 都立小平西高等学校

23 吉田　尚平 よしだ　しょうへい 東京 13MJ1200931 男J 都立八王子桑志高校

24 清水　覚 しみず　さとる 東京 13MJ1200926 男J 都立八王子桑志高校

25 納家　一樹 なや　かずき 東京 13MJ1300890 男J 都立八王子桑志高校

男子チームパーシュート

出走順 S／G ゼッケン 氏名 ふりがな 登録地 登録番号 性別 クラブ（学校）名

17 中台　篤史 なかだい あつし 東京 13MM0801704 男 航空電子自転車競技部

18 田口　和広 たぐち　かずひろ 東京 13ME0100143 男 航空電子自転車競技部

19 小林　清仁 こばやし　きよひと 山形 06MU0100802 男 航空電子自転車競技部

20 小宮　僚介 こみや　りょうすけ 東京 13MM1200537 男 航空電子自転車競技部

4 H／H

H／H1

H／H1

H／H2

H／H3

H／H

H／H

1

2
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第４回トラック記録会
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’

総務委員長

タイムテーブル：当日の出欠状況によりタイムテーブル、終了時間が変化します

№ 種目 カテゴリ 項目 時刻

4月13日 開場

受付

インターバル（トラックレーサー・ロードレーサー）

２００Ｍ　ハロン Ｊ/Ｅ/Ｆ 決勝

１Ｋｍタイムトライアル ＲＲ 決勝

１Ｋｍタイムトライアル ＴＲ（Ｊｒ） 決勝

１Ｋｍタイムトライアル ＴＲ（Ｅ） 決勝

５００ｍタイムトライアル Ｆ 決勝

ｲﾝﾃﾞｨｳﾞﾃﾞｨｱﾙ　ﾊﾟｰｼｭｰﾄ ３ｋｍ（Ｊｒ/Ｅ） 決勝

ｲﾝﾃﾞｨｳﾞﾃﾞｨｱﾙ　ﾊﾟｰｼｭｰﾄ ２ｋｍ（Ｆ） 決勝

ｲﾝﾃﾞｨｳﾞﾃﾞｨｱﾙ　ﾊﾟｰｼｭｰﾄ ４ｋｍ（Ｅ） 決勝

チームスプリント 男子・女子 決勝

チーム　ﾊﾟｰｼｭｰﾄ 4km（Ｅ） 決勝

記録発表（準備が整い次第実施）
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’

スタート方法について

１，１ｋｍタイムトライアル

■Ｂからの時差スタートとする。時差についてはスター

タの指示による。

２，インディヴィディアルパーシュート（３ｋｍ，４ｋｍ）

■Ｈ／Ｂからの同時スタートとする。スタートリストを

確認の上，召集のアナウンスを留意され時間に集合し

てください。

３，チームスプリント，チームパーシュート

■ＨスタートＨゴールの単走とします。

Panel
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