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令和 4年度 第 1回 

大阪府・大阪市自転車競技連盟 トラック記録会 実施要項  
１．目 的   競技者に記録を計測する機会を与えると共に、選手相互の親睦をはかる。また、 

トラックレースに興味がある方への普及を目的とする。 
２．主 催  大阪府・大阪市自転車競技連盟 
３．後 援  西日本学生自転車競技連盟 
４．協 力  関西サイクルスポーツセンター 
５．日 時  令和 4年 5月 15日（日曜日）  

 受 付 ８：３０～９：００ 
試 走 ８：３０～９：２０ 競技開始  ９：３０～ 

６．会 場  河内長野市天野町１３０４ 関西サイクルスポーツセンター（周長 400ｍバンク） 
７．参加資格 １）（公財）日本自転車競技連盟に登記した選手 
       ２）初心者、未登録選手も参加可能とする。 
８．実施種目 すべての競技開始時間は参加人数によって変更します。 

① ９：３０～ タイムトライアル（１ｋｍまたは５００ｍ） 
②１１：３０～ ２００ｍＦＴＴ（ハロン計測） 
③１３：１５～ インディヴィデュアルパーシュート 

 男子Ｊｒ ３ｋｍ（16名程度） 女子Ｊｒ ２ｋｍ 
 成年男子 ４ｋｍ（5 分 10 秒程度で走れる選手のみ） 成年女子 ３ｋｍ 

①～③のうち 2 種目以内とする。 
④初心者 200mチャレンジ ⑤初心者 400mチャレンジ 

       ※終了後に希望チームの団体種目計測をします。 
９．参加料  １,０００円  ※当日、受付にて集金。できるだけチームでまとめてください。 
10．申込方法 下記フォームから申し込んでください。 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdltfjP1-
JG_UA4b6TX8MRy4toRYLcnJVGLnBIoRWEwp5qBOw/viewform?usp=pp_url 

複数名の申し込み、高体連の申し込みは、エクセルのエントリーシートを使用し、 
ファイルをメール添付にてお送りください。 E-mail : kyogi@osaka-cf.com 

11．申込期限 令和 4年 5月 1日（金） 
12．注意事項 ①すべての競技者は JCF 公認ヘルメットまたは JKA 公認ヘルメットを着用のこ 

と。 (購入から 3 年以内のものが望ましい） 
②大会中の疾病傷害について、応急処置は行うが、その後は参加者の自己負担、自 
己責任とします。必ず健康保険証を持参してください。 

③大会保険は、入院日額 3,000円 通院日額 2,000円の保障です。保険が不足と考 
える方は各自で追加加入をおすすめします。 

④少雨決行 当日の雨天時の問い合わせは、下記まで。 
13．問合せ先 kyogi@osaka-cf.com当日のみ競技運営担当：石井 070-5658-2908 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdltfjP1-JG_UA4b6TX8MRy4toRYLcnJVGLnBIoRWEwp5qBOw/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdltfjP1-JG_UA4b6TX8MRy4toRYLcnJVGLnBIoRWEwp5qBOw/viewform?usp=pp_url
mailto:kyogi@osaka-cf.com
mailto:kyogi@osaka-cf.com


2022年04月17日 

インフォメーション１ 

 

関西サイクルスポーツセンターの使用について 
 

大阪府自転車競技連盟 
 

【はじめに】 

今回の記録会開催に際して、関西サイクルスポーツセンター様のご厚意により、記録会関係者の 

駐車場料金の免除、入場料の免除を受けております。 

コロナ禍による感染症拡大防止のため、入場は営業時間前となりますが、記録会の時間帯及び 

帰りの時間帯は一般のお客様が多数来場されていることが予想されます。 

スポーツマンとして下記の注意事項を遵守していただき、一般のお客様やサイクルセンター 

スタッフ皆様の迷惑にならないように十分注意して行動してください。 

「選手、大会役員をはじめとする参加者は、走行時以外は、マスクを着用し、大声での会話、声援を慎み、
密集することは避けてください。」 
「営業時間中は一般のお客様が歩行しやすいように心掛け、複数人で移動する際は横並びにならず、必ず
１列になり移動してください。」 

 

【入場について】 

・駐車場（大会関係者専用駐車場：無料） 開門時間 ７時３０分～９時 

※サイクルセンター敷地の手前の橋を渡りすぐに左折して駐車場③にお入りください。

ユースホステル侵入口横に駐車場入り口があります。 

・駐車場から歩行者用階段を登って入場します。（駐車場内に新設された歩行者用の門です。） 

記録会関係者のみ（保護者・応援者を含む） 開門時間 ９時２０分まで 

・サイクルパラシュート側には行かないようにしてください。 

第3ゲートにて担当役員による体温確認と体調確認票を提出してください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
駐車場③ 

第３ゲート 

歩行者用階段 

ユースホステル 



 

 
 
【選手控え場所等について】 

・選手控え場所はありません。バンク敷地内の空いているスペースを適宜譲り合って使用くだ

さい。 

・ローラー台は、バンク敷地内のみで使用可能です。お客様の入る場所ではローラー台の使用

は禁止します。 

・昼食等はセンター内の売店・レストラン・自動販売機を利用することも可能です。 

 

【退出について】 

・駐車場に出入りできる第３ゲートの門（歩行者用階段）は15時ごろに開門します。 

・15時までに退出する場合は、一般の入退場門を利用して、サイクルセンター外の道路（歩道）

を歩いて駐車場に向かってください。 

・センター内を通って駐車場に戻る場合は、朝の逆順です。その他のルートは使用禁止です。 

 
【その他】 

・サイクルセンターの営業時間である９時３０分以降の入場は、駐車場代（１日料金1,000円）、 

入場料（一人 800円）が必要です。 

・年間バンク使用契約を結んでいる選手・団体も本記録会に参加する場合は、大会専用駐車場、

大会専用入口を使用してください。 

・大会開催中は、個人練習への貸出しはありません。 

 
以上、ご理解とご協力をよろしくお願いします。 

第3ゲート 

歩行者用階段 

 

駐車場③ 

 

第3ゲート 

歩行者用階段 
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プログラム 

 

  

１ｋｍタイムトライアル

組No. コース BN 氏名 所　属（学校や会社、クラブチームなど） タイム 順位 平均時速

1 in 22 西野　宗一郎 初芝立命館高等学校

1 out 32 谷口　雅佳 興國高等学校

2 in 27 宮崎　碧瑠斗 城東工科

2 out 33 池田　篤史 興國高等学校

3 in 42 上田真太郎 大阪教育大学附属高等学校平野校舎

3 out 34 阿部　春希 興國高等学校

4 in 23 岩村　元嗣 初芝立命館高等学校

4 out 35 児島　魁士 興國高等学校

5 in 11 太田紘世 大阪経済大学

5 out 13 倉本圭介 シマノドリンキング

6 in 43 倉谷　侠俐

6 out 36 山本　溜牙 興國高等学校

7 in 29 近藤　靖矩 tomotoshiサイクル

7 out 21 林 慶真 興國高等学校

8 in 37 正木　拓海 興國高等学校

8 out 2 山口　敦大

9 in 38 青松　蒼生 興國高等学校

9 out 24 宮本　訓寛 チームスクアドラ

10 in 39 今井　滉士 興國高等学校

10 out 10 楠本善次 大阪経済大学

11 in 40 楠本　智英 興國高等学校

11 out 30 田中　昭太朗

12 in 14 関 桜太郎 興國高等学校

12 out 3 戎谷嶺央

13 in 9 菅原　友幹 シマノドリンキング

13 out 19 田中 颯真 興國高等学校

14 in 20 稻吉 一生 興國高等学校

14 out 12 平尾優斗 大阪経済大学

15 in 25 樋口　春斗 城東工科

15 out 16 青木 光琉 興國高等学校

16 in 17 河村 元 興國高等学校

16 out 41 塩出　優晋 崇徳高等学校

17 in 4 島　奨乃 Team ZERO UNO FRONTIER

17 out 1 二階堂尚志 VC Veloce 
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女子500mタイムトライアル

組No. BN 氏名 所　属（学校や会社、クラブチームなど） タイム 順位 平均時速

1 44 堀江みちこ VC VELOCE

2 45 宮本　奏穂 初芝立命館高等学校

男子500mタイムトライアル

組No. BN 氏名 所　属（学校や会社、クラブチームなど） タイム 順位 平均時速

1 6 鈴木ただし TOMOTOSHI CYCLE 岸和田

2 31 田中　紀尋 teamAXIS

3 5 中島　雅央 シマノドリンキング

4 28 鍋山　聡 Tomotoshi Cycle 岸和田
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２００ｍフライングタイムトライアル
No. BN 所　属（学校や会社、クラブチームなど） 氏名 タイム 順位 平均時速

1 36 興國高等学校 山本　溜牙

2 22 初芝立命館高等学校 西野　宗一郎

3 6 TOMOTOSHI CYCLE 岸和田 鈴木ただし

4 11 大阪経済大学 太田紘世

5 37 興國高等学校 正木　拓海

6 13 シマノドリンキング 倉本圭介

7 29 tomotoshiサイクル 近藤　靖矩

8 30 田中　昭太朗

9 40 興國高等学校 楠本　智英

10 27 城東工科 宮崎　碧瑠斗

11 42 大阪教育大学附属高等学校平野校舎 上田真太郎

12 32 興國高等学校 谷口　雅佳

13 18 興國高等学校 呉家 愛沙斗

14 45 初芝立命館高等学校 宮本　奏穂

15 21 興國高等学校 林 慶真

16 39 興國高等学校 今井　滉士

17 31 teamAXIS 田中　紀尋

18 26 城東工科 國谷　琢磨

19 10 大阪経済大学 楠本善次

20 33 興國高等学校 池田　篤史

21 23 初芝立命館高等学校 岩村　元嗣

22 24 チームスクアドラ 宮本　訓寛

23 15 興國高等学校 永尾 祐一郎

24 28 Tomotoshi Cycle 岸和田 鍋山　聡

25 34 興國高等学校 阿部　春希

26 5 シマノドリンキング 中島　雅央

27 9 シマノドリンキング 菅原　友幹

28 3 戎谷嶺央

29 2 山口　敦大

30 35 興國高等学校 児島　魁士

31 14 興國高等学校 関 桜太郎

32 12 大阪経済大学 平尾優斗

33 8 明治国際医療大学 橋本歩久玄

34 25 城東工科 樋口　春斗

35 38 興國高等学校 青松　蒼生

36 20 興國高等学校 稻吉 一生

37 16 興國高等学校 青木 光琉
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2022/05/05 

審判長 西城 慧 

 

男子４ｋｍインディビデュアルパーシュート
BN 所　属（学校や会社、クラブチームなど） 氏名 タイム 順位 平均時速

1 1 VC Veloce 二階堂尚志

2 4 Team ZERO UNO FRONTIER 島　奨乃

女子３ｋｍインディビデュアルパーシュート
BN 所　属（学校や会社、クラブチームなど） 氏名 タイム 順位 平均時速

1 44 VC VELOCE 堀江みちこ

男子３ｋｍインディビデュアルパーシュート
BN 所　属（学校や会社、クラブチームなど） 氏名 タイム 順位 平均時速

1 43 倉谷　侠俐

2 26 城東工科 國谷　琢磨

3 18 興國高等学校 呉家 愛沙斗

4 19 興國高等学校 田中 颯真

5 15 興國高等学校 永尾 祐一郎

6 41 崇徳高等学校 塩出　優晋

7 17 興國高等学校 河村 元

４ｋｍチームパーシュート

BN 氏名 所　属（学校や会社、クラブチームなど） タイム 順位 平均時速

14 関 桜太郎 興國高等学校

15 永尾 祐一郎 興國高等学校

16 青木 光琉 興國高等学校

17 河村 元 興國高等学校

19 田中 颯真 興國高等学校

20 稻吉 一生 興國高等学校
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番組 参加

番号 人数

2022/5/15

開門 7:30

受付 8:30

試走①（上級者・中級者） 8:30

試走②（初心者） 8:55

1 1kmタイムトライアル 31 16 9:30

2 500mタイムトライアル男子 2 2 10:24

3 500mタイムトライアル女子 4 4 10:30

4 200mFTT 34 34 10:54

昼食 1 1 11:50

5 女子3kmインディヴィデュアルパーシュート (H/Bスタート) 1 1 13:00

6 男子3kmインディヴィデュアルパーシュート (H/Bスタート) 5 5 13:06

7 男子4kmインディヴィデュアルパーシュート (H/Bスタート) 2 2 13:36

8 男子4kmチームパーシュート 5 1 14:30

競技終了 14:46

種目 組数 開始時刻

2/7



BN 氏名
所　属

（学校や会社、クラブチームなど）
２００ｍ
FTT

1km
TT

500
mTT

3km
IP

4km
IP

4km
TP

1 二階堂尚志 VC Veloce ○ ○

2 山口　敦大 ○ ○

3 戎谷嶺央 ○ ○

4 島　奨乃 Team ZERO UNO FRONTIER ○ ○

5 中島　雅央 シマノドリンキング ○ ○

6 鈴木ただし TOMOTOSHI CYCLE 岸和田 ○ ○

8 橋本歩久玄 明治国際医療大学 ○

9 菅原　友幹 シマノドリンキング ○ ○

10 楠本善次 大阪経済大学 ○ ○

11 太田紘世 大阪経済大学 ○ ○

12 平尾優斗 大阪経済大学 ○ ○

13 倉本圭介 シマノドリンキング ○ ○

14 関 桜太郎 興國高等学校 ○ ○ ○

15 永尾 祐一郎 興國高等学校 ○ ○ ○

16 青木 光琉 興國高等学校 ○ ○ 　 　 　 ○

17 河村 元 興國高等学校 　 ○ 　 ○ 　 ○

18 呉家 愛沙斗 興國高等学校 ○ 　 　 ○ 　

19 田中 颯真 興國高等学校 　 ○ 　 ○ 　 ○

20 稻吉 一生 興國高等学校 ○ ○ 　 　 　 ○

21 林 慶真 興國高等学校 ○ ○ 　 　 　

22 西野　宗一郎 初芝立命館高等学校 ○ ○

23 岩村　元嗣 初芝立命館高等学校 ○ ○

24 宮本　訓寛 チームスクアドラ ○ ○ 　 　 　

25 樋口　春斗 城東工科高等学校 ○ ○

26 國谷　琢磨 城東工科高等学校 ○ ○

27 宮崎　碧瑠斗 城東工科高等学校 ○ ○ 　 　 　

28 鍋山　聡 Tomotoshi Cycle 岸和田 ○ ○

29 近藤　靖矩 tomotoshiサイクル ○ ○

30 田中　昭太朗 ○ ○

31 田中　紀尋 teamAXIS ○ ○ ○

32 谷口　雅佳 興國高等学校 ○ ○ 　 　 　

33 池田　篤史 興國高等学校 ○ ○

34 阿部　春希 興國高等学校 ○ ○

35 児島　魁士 興國高等学校 ○ ○

36 山本　溜牙 興國高等学校 ○ ○

37 正木　拓海 興國高等学校 ○ ○

38 青松　蒼生 興國高等学校 ○ ○

39 今井　滉士 興國高等学校 ○ ○ 　 　 　

40 楠本　智英 興國高等学校 ○ ○ 　 　 　

41 塩出　優晋 崇徳高等学校 ○ ○

42 上田真太郎 大阪教育大学附属高等学校平野校舎 ○ ○

43 倉谷　侠俐 ○ ○

44 堀江みちこ VC VELOCE ○ ○

45 宮本　奏穂 初芝立命館高等学校 ○ 　 ○ 　 　
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１ｋｍタイムトライアル

組No. コース BN 氏名 所　属（学校や会社、クラブチームなど） タイム 順位 平均時速

in 22 西野　宗一郎 初芝立命館高等学校

out 32 谷口　雅佳 興國高等学校

in

out 33 池田　篤史 興國高等学校

in 42 上田 真太郎 大阪教育大学附属高等学校平野校舎

out 34 阿部　春希 興國高等学校

in 23 岩村　元嗣 初芝立命館高等学校

out 35 児島　魁士 興國高等学校

in 11 太田 紘世 大阪経済大学

out 13 倉本 圭介 シマノドリンキング

in 43 倉谷　侠俐

out 36 山本　溜牙 興國高等学校

in 29 近藤　靖矩 tomotoshiサイクル

out 21 林 慶真 興國高等学校

in 37 正木　拓海 興國高等学校

out 2 山口　敦大

in 38 青松　蒼生 興國高等学校

out 24 宮本　訓寛 チームスクアドラ

in 39 今井　滉士 興國高等学校

out 10 楠本 善次 大阪経済大学

in 40 楠本　智英 興國高等学校

out 30 田中　昭太朗

in 14 関 桜太郎 興國高等学校

out 3 戎谷 嶺央

in 9 菅原　友幹 シマノドリンキング

out 20 稻吉 一生 興國高等学校

in 12 平尾 優斗 大阪経済大学

out 16 青木 光琉 興國高等学校

in 41 塩出　優晋 崇徳高等学校

out 17 河村 元 興國高等学校

in 4 島　奨乃 Team ZERO UNO FRONTIER

out 1 二階堂 尚志 VC Veloce 

女子500mタイムトライアル

組No. BN 氏名 所　属（学校や会社、クラブチームなど） タイム 順位 平均時速

1 44 堀江みちこ VC VELOCE

2 45 宮本　奏穂 初芝立命館高等学校

男子500mタイムトライアル

組No. BN 氏名 所　属（学校や会社、クラブチームなど） タイム 順位 平均時速

1 6 鈴木ただし TOMOTOSHI CYCLE 岸和田

2 31 田中　紀尋 teamAXIS

3 5 中島　雅央 シマノドリンキング

4 28 鍋山　聡 Tomotoshi Cycle 岸和田

13

14

15

16

7

8

9

10

11

12

6

1

2

3

4

5
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２００ｍフライングタイムトライアル
No. BN 氏名 所　属（学校や会社、クラブチームなど） タイム 順位 平均時速

1 36 山本　溜牙 興國高等学校

2 22 西野　宗一郎 初芝立命館高等学校

3 6 鈴木ただし TOMOTOSHI CYCLE 岸和田

4 11 太田紘世 大阪経済大学

5 37 正木　拓海 興國高等学校

6 13 倉本圭介 シマノドリンキング

7 29 近藤　靖矩 tomotoshiサイクル

8 30 田中　昭太朗

9 40 楠本　智英 興國高等学校

10 42 上田真太郎 大阪教育大学附属高等学校平野校舎

11 32 谷口　雅佳 興國高等学校

12 18 呉家 愛沙斗 興國高等学校

13 45 宮本　奏穂 初芝立命館高等学校

14 21 林 慶真 興國高等学校

15 39 今井　滉士 興國高等学校

16 31 田中　紀尋 teamAXIS

17 10 楠本善次 大阪経済大学

18 33 池田　篤史 興國高等学校

19 23 岩村　元嗣 初芝立命館高等学校

20 24 宮本　訓寛 チームスクアドラ

21 15 永尾 祐一郎 興國高等学校

22 28 鍋山　聡 Tomotoshi Cycle 岸和田

23 34 阿部　春希 興國高等学校

24 5 中島　雅央 シマノドリンキング

25 9 菅原　友幹 シマノドリンキング

26 3 戎谷嶺央

27 2 山口　敦大

28 35 児島　魁士 興國高等学校

29 14 関 桜太郎 興國高等学校

30 12 平尾優斗 大阪経済大学

31 8 橋本歩久玄 明治国際医療大学

32 38 青松　蒼生 興國高等学校

33 20 稻吉 一生 興國高等学校

34 16 青木 光琉 興國高等学校
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男子４ｋｍインディビデュアルパーシュート
BN 所　属（学校や会社、クラブチームなど） 氏名 タイム 順位 平均時速

1 1 VC Veloce 二階堂尚志

2 4 Team ZERO UNO FRONTIER 島　奨乃

女子３ｋｍインディビデュアルパーシュート
BN 所　属（学校や会社、クラブチームなど） 氏名 タイム 順位 平均時速

1 44 VC VELOCE 堀江みちこ

男子３ｋｍインディビデュアルパーシュート
BN 所　属（学校や会社、クラブチームなど） 氏名 タイム 順位 平均時速

1 43 倉谷　侠俐

2 26 城東工科 國谷　琢磨 DNS

3 18 興國高等学校 呉家 愛沙斗

4 19 興國高等学校 田中 颯真 DNS

5 15 興國高等学校 永尾 祐一郎

6 41 崇徳高等学校 塩出　優晋

7 17 興國高等学校 河村 元
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４ｋｍチームパーシュート

BN 氏名 所　属（学校や会社、クラブチームなど） タイム 順位 平均時速

14 関 桜太郎 興國高等学校

15 永尾 祐一郎 興國高等学校

16 青木 光琉 興國高等学校

17 河村 元 興國高等学校

19 田中 颯真 興國高等学校

20 稻吉 一生 興國高等学校
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