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主催 防府市／防府市スポーツ協会／山口県自転車競技連盟 

後援 山口県／公益財団法人山口県体育協会 

協力 一般社団法人日本競輪選手会山口支部 

主管 山口県自転車競技連盟 

Communiqué ２   

 

大会日程 

 

  

11月18日 会場準備

13:00 ～ 設営開始

11月19日 西日本オムニアム予選

10:00 県内審判員集合／準備

11:30 ～ 14:30 公式練習時間

13:30 ～ 14:30 ライセンスコントロール 87人

15:00 ～ 15:06 予選4㎞速度競走１組 4 11人

15:11 ～ 15:18 予選4㎞速度競走２組 4 11人

15:23 ～ 15:30 予選4㎞速度競走３組 4 11人

15:35 ～ 15:42 予選4㎞速度競走４組 4 11人

15:47 ～ 15:54 予選4㎞速度競走５組 4 11人

15:59 ～ 16:06 予選4㎞速度競走６組 4 11人

16:11 ～ 16:18 予選4㎞速度競走７組 4 10人

16:23 ～ 16:29 予選4㎞速度競走８組 4 10人

17:00 ～ 17:30 西日本地域オムニアム開会式・マネージャーMTG

11月20日 西日本オムニアム

8:00 県内審判員集合／準備

8:30 ～ 8:36 スクラッチD 4 14人

8:43 ～ 8:50 スクラッチC 4 24人

8:57 ～ 9:07 スクラッチB 6 24人

9:14 ～ 9:26 スクラッチA 8 24人

9:40 ～ 9:47 テンポレースD 4 14人

9:54 ～ 10:01 テンポレースC 4 24人

10:08 ～ 10:18 テンポレースB 6 24人

10:25 ～ 10:37 テンポレースA 8 24人

11:25 ～ 11:34 エリミネーションD 5 14人

11:41 ～ 11:54 エリミネーションC 8 24人

12:01 ～ 12:14 エリミネーションB 8 24人

12:21 ～ 12:34 エリミネーションA 8 24人

12:50 ～ 13:07 ポイントレースD 10 14人

13:14 ～ 13:31 ポイントレースC 10 24人

13:38 ～ 14:04 ポイントレースB 16 24人

14:11 ～ 14:42 ポイントレースA 20 24人

15:15 ～ 西日本オムニアム表彰式・閉会式

各組

1～３位：Aクラス

４～６位：Bクラス

７～９位：Cクラス

1０位～：Dクラス
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大会役員 

 

大会役員

大会会長 江山　稔 スポ協会

大会副会長 大和　孝義 山口

大会委員長 田中　謙治 山口

大会副委員長 棟久　明博 山口

大会事務局 白川　巧 山口

大会委員 森岡　智之 山口 久篠　美佳 山口

総務委員会

総務委員長 白川　巧 山口

総務委員 市川　寿美 山口 相本　修子 山口 田中　紀子 看護師 吉次　圭佑 看護師

競技委員会

競技委員長 平　武 大阪

競技委員 松浦　正史 愛媛 棟久　明博 山口

コミッセール・パネル

チーフ・コミッセール 石村　剛仁 山口

コミッセール・パネル 堂後　逸代 大阪 河田　拓也 鳥取 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） 久篠　美佳 山口 市川　寿美 山口 相本　修子 山口 山本　豪紀 山口

山本　浩史 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 森岡　智之 山口 光井　建紀 山口

岡本　順 山口 大形　憲弘 山口 河村　茂夫 山口 野村　正博 山口

羽山　修司 山口 山岡　幹司 愛媛 平　武 大阪 小川　ナナコ 広島

河賀　敦 広島 加藤　孝典 広島 田渕　昌司 広島 見崎　仁郎 広島

来　邦敏 大分 山﨑　隆明 大分

一般社団法人日本競輪選手会山口支部

コントラクター

電子計時計測 if6486計測

写真判定カメラ if6486計測


