
第51回 JBCF 東日本トラック
JBCFトラックシリーズ第1戦

開催日/2020年8月1日（土）～2日（日） 開催地/松本市美鈴湖自転車競技場 【周⾧ 333.33ｍ】

2020.8.2

主 催:JBCF（一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟）

後援:（一社）日本競輪選手会

ツアー協賛:(株)シマノ / シマノセールス(株) / (株)あさひ / 江崎グリコ(株) / パナソニックサイクルテック株式会社

協力:⾧野県自転車競技連盟

【 Communiqué 17】

Men's Team Sprint - Finals / 男子チーム･スプリント－決勝
Start List / スタートリスト
※ タイムレース

組 H/B ﾁｰﾑ名 No. 氏名 ｶﾅ JCF# 登録地 順位

3 小松 定俊 ｺﾏﾂ ｻﾀﾞﾄｼ 1101138 北海道 : .

4 西谷 泰治 ﾆｼﾀﾆ ﾀｲｼﾞ 9702345 愛知

5 早川 朋宏 ﾊﾔｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ 0500741 愛知

40 佐柄 勝弘 ｻｶﾞﾗ ｶﾂﾋﾛ 0601459 新潟 : .

42 ⾧尾 宏樹 ﾅｶﾞｵ ﾋﾛｷ 1401605 東京

43 古本 清文 ﾌﾙﾓﾄ ｷﾖﾌﾐ 1101462 富山

44 丸山 繁一 ﾏﾙﾔﾏ ｼｹﾞｶｽﾞ 9900389 兵庫

45 水澤 耕一 ﾐｽﾞｻﾜ ｺｳｲﾁ 9700428 東京

32 市川 英昭 ｲﾁｶﾜ ﾋﾃﾞｱｷ 0300815 神奈川 : .

33 奥津 憲 ｵｸﾂ ｹﾝ 0900759 埼玉

34 鎌田 翔 ｶﾏﾀ ｼｮｳ 1700803 大分

35 ブロケマ デビッドﾌﾞﾛｹﾏ ﾃﾞﾋﾞｯﾄﾞ 1700912 石川

49 河上 陽一 ｶﾜｶﾐ ﾖｳｲﾁ 9801997 千葉 : .

50 林 竜広 ﾊﾔｼ ﾀﾂﾋﾛ 0200260 愛知

51 藤田 征樹 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻｷ 0701330 茨城

7 石田 拓海 ｲｼﾀﾞ ﾀｸﾐ 1600736 ⾧野 : .

10 篠原 徹 ｼﾉﾊﾗ ﾄｵﾙ 0600981 茨城

11 武井 秀周 ﾀｹｲ ﾋﾃﾞﾉﾘ 1100418 ⾧野

13 増田 遼馬 ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 1502019 ⾧野

15 奥平 充男 ｵｸﾀﾞｲﾗ ﾐﾂｵ 9701723 京都 : .

16 小谷 実 ｺﾀﾆ ﾐﾉﾙ 0200304 京都

17  戸田 洋平  ﾄﾀﾞ ﾖｳﾍｲ 0301530  岡山

18 山本 隼人 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾔﾄ 1300704 大阪

52 大村 慶二 ｵｵﾑﾗ ｹｲｼﾞ 9702742 神奈川 : . DNS

53 小峰 烈 ｺﾐﾈ ﾀｹｼ 9701187 ⾧野

54 善波 昭 ｾﾞﾝﾊﾞ ｱｷﾗ 9700985 東京

55 柳澤 正 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀﾀﾞｼ 0300274 愛知

3

H チーム・チェブロ

B イナーメ信濃山形-EFT

4

H 岩井商会レーシング

B Team Logisty Jack

TIME

1 H AISAN SUPPORTERS

2

H スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

B 湘南愛輪会



第51回 JBCF 東日本トラック
JBCFトラックシリーズ第1戦

開催日/2020年8月1日（土）～2日（日） 開催地/松本市美鈴湖自転車競技場 【周⾧ 333.33ｍ】

2020.8.2

主 催:JBCF（一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟）

後援:（一社）日本競輪選手会

ツアー協賛:(株)シマノ / シマノセールス(株) / (株)あさひ / 江崎グリコ(株) / パナソニックサイクルテック株式会社

協力:⾧野県自転車競技連盟

【 Communiqué 22】

】Men's Team Sprint - Finals / 男子チーム･スプリント－決勝
Results / 競技結果
組 H/B ﾁｰﾑ名 No. 氏名 ｶﾅ JCF# 登録地 順位

15 奥平 充男 ｵｸﾀﾞｲﾗ ﾐﾂｵ 9701723 京都 1 : 04 . 351 1

16 小谷 実 ｺﾀﾆ ﾐﾉﾙ 0200304 京都

17  戸田 洋平  ﾄﾀﾞ ﾖｳﾍｲ 0301530  岡山

18 山本 隼人 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾔﾄ 1300704 大阪

3 小松 定俊 ｺﾏﾂ ｻﾀﾞﾄｼ 1101138 北海道 1 : 06 . 606 2

4 西谷 泰治 ﾆｼﾀﾆ ﾀｲｼﾞ 9702345 愛知

5 早川 朋宏 ﾊﾔｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ 0500741 愛知

7 石田 拓海 ｲｼﾀﾞ ﾀｸﾐ 1600736 ⾧野 1 : 06 . 828 3

10 篠原 徹 ｼﾉﾊﾗ ﾄｵﾙ 0600981 茨城

11  武井 秀周  ﾀｹｲ ﾋﾃﾞﾉﾘ 1100418  ⾧野

13 増田 遼馬 ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 1502019 ⾧野

40 佐柄 勝弘 ｻｶﾞﾗ ｶﾂﾋﾛ 0601459 新潟 1 : 07 . 672 4

42  ⾧尾 宏樹  ﾅｶﾞｵ ﾋﾛｷ 1401605  東京

43 古本 清文 ﾌﾙﾓﾄ ｷﾖﾌﾐ 1101462 富山

44  丸山 繁一  ﾏﾙﾔﾏ ｼｹﾞｶｽﾞ 9900389  兵庫

45 水澤 耕一 ﾐｽﾞｻﾜ ｺｳｲﾁ 9700428 東京

32  市川 英昭  ｲﾁｶﾜ ﾋﾃﾞｱｷ 0300815  神奈川 1 : 08 . 769 5

33 奥津 憲 ｵｸﾂ ｹﾝ 0900759 埼玉

34 鎌田 翔 ｶﾏﾀ ｼｮｳ 1700803 大分

35 ブロケマ デビッドﾌﾞﾛｹﾏ ﾃﾞﾋﾞｯﾄﾞ 1700912 石川

49 河上 陽一 ｶﾜｶﾐ ﾖｳｲﾁ 9801997 千葉 1 : 08 . 994 6

50 林 竜広 ﾊﾔｼ ﾀﾂﾋﾛ 0200260 愛知

51 藤田 征樹 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻｷ 0701330 茨城

52 大村 慶二 ｵｵﾑﾗ ｹｲｼﾞ 9702742 神奈川 : . DNS

53 小峰 烈 ｺﾐﾈ ﾀｹｼ 9701187 ⾧野

54 善波 昭 ｾﾞﾝﾊﾞ ｱｷﾗ 9700985 東京

55 柳澤 正 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀﾀﾞｼ 0300274 愛知

4 B Team Logisty Jack

3 B イナーメ信濃山形-EFT

4 H 岩井商会レーシング

2 B 湘南愛輪会

3 H チーム・チェブロ

TIME

1 H AISAN SUPPORTERS

2 H スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ


