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主催 中国自転車競技連盟連合会／広島県自転車競技連盟／（公財）日本自転車競技連盟 

後援 防府市スポーツ協会／公益財団法人山口県体育協会 

主管 山口県自転車競技連盟 

Communiqué 3 

 

大会日程 

 

11月13日

8:00 県内審判員集合／準備

9:00 ～ 9:30 開会式／マネージャーMTG

10:00 ～ 10:24 スプリント予選（上位4名で1/2決勝） 男 混合 12名

10:24 ～ 10:32 スプリント予選（上位4名で1/2決勝） 女 混合 ４名

10:45 ～ 10:51 チーム・パーシュート 男 混合 2チーム

11:00 ～ 11:05 チーム・スプリント 女 混合 1チーム

11:20 ～ 11:25 チーム・スプリント 男 混合 2チーム

12:00 ～ 12:30 1kmタイム・トライアル 男 混合 19名

12:40 ～ 12:49 500mタイム・トライアル 女 混合 6名

12:50 ～ 13:05 ケイリン1回戦　3組　※２位あがり 男 混合 15名

13:15 ～ 13:23 スプリント1/2決勝　１回戦制 女 混合 4名

13:23 ～ 13:31 スプリント1/2決勝　１回戦制 男 混合 4名

13:40 ～ 13:50 ケイリン敗者復活戦　2組　※３位あがり 男 混合 9名

13:50 ～ 14:30 防府市競輪祭り　競輪選手デモンストレーション

14:30 ～ 14:37 インディビデュアル・パシュート　4000m 男 成年 1名

14:37 ～ 15:07 インディビデュアル・パシュート　3000m 男 高校 10名

15:07 ～ 15:27 インディビデュアル・パシュート　2000m 女 混合 7名

15:27 ～ 15:37 ケイリン1/2決勝　2組　※3位あがり 男 混合 12名

16:00 ～ 16:30 中国地域トラック表彰式TPS・TSP・１㎞・500・IP

16:30 ～ 17:05 公式練習（山口・広島16:30～16:45、鳥取・島根16:50～17:05）

11月14日

8:00 県内審判員集合／準備

9:20 ～ 9:24 スプリント3-4位決定戦　2回戦制　（1回戦） 女 混合 1組

9:24 ～ 9:28 スプリント3-4位決定戦　2回戦制　（1回戦） 男 混合 1組

9:28 ～ 9:32 スプリント決勝　2回戦制　（1回戦） 女 混合 1組

9:32 ～ 9:36 スプリント決勝　2回戦制　（1回戦） 男 混合 1組

11:10 ～ 11:14 スプリント3-4位決定戦　2回戦制　（2回戦） 女 混合 1組

11:14 ～ 11:18 スプリント3-4位決定戦　2回戦制　（2回戦） 男 混合 1組

11:18 ～ 11:22 スプリント決勝　2回戦制　（2回戦） 女 混合 1組

11:22 ～ 11:26 スプリント決勝　2回戦制　（2回戦） 男 混合 1組

※３回戦に入れば　１０分後直ちに実施

13:15 ～ 13:20 ケイリン7-12位決定戦　1組 男 混合 1組

13:20 ～ 13:25 ケイリン決勝　1組 女 混合 1組（６名）

13:25 ～ 13:30 ケイリン1-6位決定戦　1組 男 混合 1組

15:20 ～ 中国地域トラック表彰式　SP・KR
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大会役員 

 

大会役員

大会会長 大和　孝義 山口

大会副会長 渡辺　英気 岡山 伊藤　保 鳥取 國谷　成彦 島根 溝手　顕正 広島

大会副委員長 高橋　真 広島

大会事務局 白川　巧 山口

総務委員会

総務委員長 河田　拓也 鳥取

総務委員 市川　寿美 山口 吉次　圭佑 看護師 田中　紀子 看護師

競技委員会

競技委員長 伊藤　靖夫 広島

競技委員 平　武 大阪 棟久　明博 山口

コミッセール・パネル

チーフ・コミッセール 岡本　昌明 大阪

コミッセール・パネル 松浦　正史 愛媛 白川　巧 山口 三好　聡 山口 重政  貞男 山口

アシスタント・コミッセール

（順不同） 伊藤　靖夫 広島 小川　ナナコ 広島 河賀　敦 広島 高橋　孝輔 広島

島津　哲也 広島 木原　与志寛 広島 加藤　孝典 広島 田渕　昌司 広島

高橋　真 広島 平　武 大阪 河田　拓也 鳥取 松浦　正史 愛媛

山﨑　隆明 大分 来　邦敏 大分 白上　浩之 山口 市川　寿美 山口

久篠　美佳 山口 宇佐見　さくら 山口 安光　心愛 山口 田谷　善治 山口

棟久　明博 山口 白川　巧 山口 上村　泰正 山口 光井　建紀 山口

岡本　順 山口 野村　正博 山口

一般社団法人日本競輪選手会山口支部

コントラクター

電子計時 if6486計測

写真判定 if6486計測


