
第50回ＪＢＣＦ西日本トラック 
JBCFトラックシリーズ 第1戦  

開催日／2016年5月22日（日）     開催地／⼤阪府岸和⽥市春⽊若松町 岸和⽥競輪場 周⻑400m 

  

主 催／ JBCF （一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟） 
後 援／ 公益財団法⼈⽇本⾃転⾞競技連盟  ⼀般社団法⼈⽇本競輪選⼿会 
ツアー協賛／ 株式会社シマノ  株式会社パールイズミ  ブリヂストンサイクル株式会社 
 パナソニックサイクルテック株式会社  一般社団法人自転車協会 広友レンティア株式会社 
協 力／  株式会社 フィリップス エレクトロニクス ジャパン 

 

 

この事業は、競輪の補助を受けて実施します。 

http://ringring-keirin.jp 

成  績  一  覧 

 

 

 

男子スプリント
順位 選手名 所　属 記録 Pt.

1 伊藤 信 岩井商会レーシング 50
2 橋本 凌甫 マトリックスパワータグ 35
3 伊藤 成紀 ベロチスタ・パールイズミ 25
4 真鍋 智寛 松山聖陵高等学校 20
5 小谷 実 岩井商会レーシング 15
6 大城 慶之 ベロチスタ・パールイズミ 10

男子4kmインディヴィデュアルパーシュート
順位 選手名 所　属 記録 Pt.

1 原田 裕成 愛三工業レーシングチーム 4'44.084 50
2 近谷 涼 マトリックスパワータグ 4'44.457 35
3 新村 穣 CS Slinger 4'50.517 25
4 碇 優太 ISnet fukui cycling team 4'56.188 20
5 大塚 航 シエルヴォ奈良 MIYATA-MERIDA レーシングチーム 5'09.919 15
6 柳澤 正 Team Logisty Jack 5'12.689 10

男子ジュニア・ユース3Kmインディヴィデュアルパーシュート
順位 選手名 所　属 記録 Pt.

1 塩崎 隼秀 松山城南高等学校 自転車競技部 3'52.147 50
2 日野 泰静 松山城南高等学校 自転車競技部 3'52.439 35
3 犬塚 貴之 松山城南高等学校 自転車競技部 3'57.051 25
4 日野 凌羽 松山城南高等学校 自転車競技部 4'00.550 20
5 中川 泰我 松山聖陵高等学校 4'02.011 15

男子１ｋｍタイムトライアル
順位 選手名 所　属 記録 Pt.

1 藤井 昭吾 岩井商会レーシング 1'08.599 50
2 内山 雅貴 Pinazou Test Team 1'09.693 35
3 長野 耕治 ACQUA TAMA EURO-WORKS 1'09.768 25
4 大谷 靖茂 岩井商会レーシング 1'10.170 20
5 佐々木 俊輔 m&m cycle factory 1'10.714 15
6 大塚 航 シエルヴォ奈良 MIYATA-MERIDA レーシングチーム 1'11.223 10

男子ケイリン
順位 選手名 所　属 記録 Pt.

1 内山 雅貴 Pinazou Test Team 50
2 碇 優太 ISnet fukui cycling team 35
3 福田 真平 愛三工業レーシングチーム 25
4 林 竜広 チーム・チェブロ 20
5 橋本 凌甫 マトリックスパワータグ 15
6 佐野 伸弥 ＭＩＮＯＵＲＡ大垣レーシング 10
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男子スクラッチ
順位 選手名 所　属 記録 Pt.

1 向川 尚樹 マトリックスパワータグ 50
2 Airan FERNANDEZ マトリックスパワータグ 35
3 大塚 航 シエルヴォ奈良 MIYATA-MERIDA レーシングチーム 25
4 小清水 拓也 LEOMO Bellmare Racing team 20
5 大坪 優介 NSR 15
6 藤野 竜弥 松山聖陵高等学校 10

男子ポイントレース
順位 選手名 所　属 記録 Pt.

1 原田 裕成 愛三工業レーシングチーム 79点 50
2 近谷 涼 マトリックスパワータグ 76点 35
3 田窪 賢次 マトリックスパワータグ 66点 25
4 Airan FERNANDEZ マトリックスパワータグ 51点 20
5 向川 尚樹 マトリックスパワータグ 51点 15
6 新村 穣 CS Slinger 48点 10

男子チームスプリント
順位 選手名 所　属 記録 Pt.

小谷 実 30
藤井 昭吾 30
伊藤 信 30
真鍋 智寛 20
森本 桂太郎 20
藤野 竜弥 20
塩崎 隼秀 15
日野 凌羽 15
日野 泰静 15

男子チームパーシュート
順位 選手名 所　属 記録 Pt.

田窪 賢次 30
向川 尚樹 30
Airan FERNANDEZ 30
近谷 涼 30
藤野 竜弥 20
森本 桂太郎 20
中川 泰我 20
平林 飛都 20
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女子500ｍタイムトライアル
順位 選手名 所　属 記録

1 小坂 知子 岩井商会レーシング 38"541
2 松井 明子 チーム・チェブロ 40"727
3 坂口 聖香 パナソニックレディース 40"'954

女子3Kmインディヴィデュアルパーシュート
順位 選手名 所　属 記録

1 坂口 聖香 パナソニックレディース 4'08.129
2 中里 友香 VICTOIREしまなみ 4'31.202  


