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大会役員・競技役員

　このたび、「第6回全日本トライアル選手権大会」が、ここ長野県佐久市のミレニアムパークで開催され
ますことを主催者として誠に喜ばしく思います。
　全日本トライアル選手権大会は、2012年に愛知県新城市で第1回大会が開催され、2014年の第3
回大会からは、ここ佐久ミレニアムパークで開催されており、今大会で4年連続となります。このことは、佐
久市をはじめ地元の皆様の並々ならぬ情熱の賜物であり、深く感謝いたします。
　この大会には小学生から成年男女までが参加し、それぞれ年齢別のカテゴリーで2017年度の日本
一を決める国内最高の競技大会となります。また、男子ジュニア・男子エリート・女子エリートについては、
本大会結果が国際ランキング・ポイントとして反映される大会となっております。
　昨年は、ドイツで開催されたワールドユースゲームにおいて、若い日本選手の活躍という嬉しい話題も
ありました。この大会に参加される選手諸氏には、日頃の練習成果を遺憾なく発揮していただき、今後に
繋がる実り多い大会となりますことを期待しています。
　最後に、この全日本トライアル選手権大会の準備・運営に関わられた皆様に心から感謝と敬意を表し
まして、ごあいさつといたします。

橋  本   聖  子

公益財団法人 日本自転車競技連盟

ごあいさつ

会  長



「第 6回 全日本トライアル選手権大会」 

1 主 催 公益財団法人 日本自転車競技連盟 

2 主 管 日本自転車トライアル協会 全日本トライアル選手権実行委員会 

3 後 援 佐久市 佐久市教育委員会 佐久市観光協会 

4 協 力 長野県自転車競技連盟 

5 期 日 2017 年 4 月 29 日(土曜日)～4 月 30 日(日曜日)  

6 会 場 長野県佐久市 ＪＲ佐久平駅南 佐久ミレニアムパーク特設会場 

7 日 程 タイムテーブルに記載 

8 競技規則 2017 年度版（公財）日本自転車競技連盟競技規則および大会特別規則による。  

9 競技種目(種別) 年齢および車輪径別 全 12 カテゴリー ※ 

カテゴリー 誕生年 指定色 

男子 

男子エリート 20 / 26 1998 年 以前 生まれ 黄 

男子ジュニア 20 / 26 1999-2001 年 生まれ 赤 

マ ス タ ー ズ 1987 年 以前 生まれ 灰 

カ デ ッ ト 2001-2002 年 生まれ 黒 

ミ ニ メ 2003-2004 年 生まれ 緑 

ベンジャミン 2005-2006 年 生まれ 青 

プ ッ シ ン 2007-2008 年 生まれ 白 

女子 

女子エリート 2002 年 以前 生まれ ピンク 

ガ ー ル 2002-2005 年 生まれ ピンク 

ユースガール 2006-2008 年 生まれ オレンジ 

（※今大会は男子ジュニア 26の出場者なしで全 11カテゴリー） 
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Japan National Trial Championships 6th in Saku     29th-30th Apr. 2017

第6回 全日本トライアル選手権大会 in 信州佐久
2017年4月29(土)-30(日)　佐久ミレニアムパーク特設会場　　Millennium Park – Saku city, Nagano, JAPAN

45名
カテゴリー No UCI CODE 所属チーム 都道府県

1 JPN19850725 寺井 一希 TERAI Kazuki チームハリケーン 埼玉県 
2 JPN19950822 甘利 大斗 AMARI Yamato トライアルチーム輪道 長野県 
3 JPN19891028 山田 喜靖 YAMADA Yoshiyasu 無所属 長野県 
4 JPN19980705 斉藤 夏樹 SAITO Natsuki GOLD RUSH 東京都 

101 JPN19920524 西窪 友海 NISHIKUBO Tomomi OZONYS 東京都 
102 JPN19960528 白井 栄治 SHIRAI Eiji 無所属 東京都 
103 JPN19880703 小松 龍一 KOMATSU Ryuichi HWC 神奈川県
104 JPN19920317 山田 慎理 YAMADA Shinri 無所属 兵庫県 
105 JPN19800917 鷲見 芳紀 SUMI Yoshinori MOC 愛知県 
201 JPN19990916 土屋 凌我 TSUCHIYA Ryoga 無所属 長野県 
202 JPN19990918 高橋 靖矢 TAKAHASHI Seiya チームハリケーン 埼玉県 
203 JPN20000521 安部 健太 ABE Kenta 無所属 埼玉県 
1001 JPN19901029 後藤 琴惠 GOTO Kotoe GT Bicycle 東京都 
1002 JPN19881206 坂本 円加 SAKAMOTO Madoka team N 山口県 
401 JPN19741104 寺曽 秀明 TERASO Hideaki TEAM TERASO 広島県 
402 JPN19580311 西﨑 勝也 NISHIZAKI Katsuya team N 広島県 
403 JPN19720121 和木田 茂 WAKIDA Shigeru テック自転車部 京都府 
404 JPN19660203 滝山 栄司 TAKIYAMA Eiji 北関東バイクトライアル 東京都 
405 JPN19720201 大塚 達也 OTSUKA Tatsuya チームY工房 静岡県 
406 JPN19790113 後藤 晴信 GOTO Harunobu GT Bicycle 東京都 
501 JPN20010318 豊澤 剛 TOYOSAWA Tsuyoshi チームハリケーン 埼玉県 
502 JPN20020819 尾又 太一 OMATA Taichi チームハリケーン 東京都 
503 JPN20020501 谷口 友希 TANIGUCHI Yuki TEAM MITANI 三重県 
504 JPN20020429 増田 誠政 MASUDA Nagamasa MYROAD NAKANO 静岡県 
601 JPN20030114 小椋 陽 OGURA Haru RED ZONE 岡山県 
602 JPN20030107 西尾 柊真 NISHIO Shuma チームヒヨコ 兵庫県 
603 JPN20030214 高橋 寛冴 TAKAHASHI Hiroki 無所属 神奈川県
604 JPN20030106 福島 柊哉 FUKUSHIMA Shuya 北関東バイクトライアル 茨城県 
605 JPN20030930 市川 加那斗 ICHIKAWA Kanato 北関東バイクトライアル 栃木県 
606 JPN20040703 小椋 紘 OGURA Hiro RED ZONE 岡山県 
607 JPN20040831 廣畑 伸哉 HIROHATA Shinya TEAM MITANI 和歌山県
608 JPN20041001 小林 虎鉄 KOBAYASHI Kotetsu 無所属 東京都 
609 JPN20030124 村田 隼 MURATA Hayato TEAM MITANI 三重県 
701 JPN20050413 濱野 伊吹 HAMANO Ibuki RED ZONE 岡山県 
702 JPN20060205 横田 宏太郎 YOKOTA Kotaro ワンダーエナジー 兵庫県 
703 JPN20060517 庄司 悠矢 SHOJI Yuya RED ZONE 岡山県 
2001 JPN20030111 横田 華奈 YOKOTA Kana ワンダーエナジー 兵庫県 
2002 JPN20050222 寺曽 芹奈 TERASO Serina TEAM TERASO 広島県 
2003 JPN20030528 平野 心結 HIRANO Miyu ワンダーエナジー 京都府 
2004 JPN20050201 平野 明香有 HIRANO Akari ワンダーエナジー 京都府 
2005 JPN20050425 福島 花楓 FUKUSHIMA Hanaka 北関東バイクトライアル 茨城県 
801 JPN20070423 山下 虎威 YAMASHITA Torai ikkei Bike Works 熊本県 
802 JPN20080522 森 蒼汰郎 MORI Sotaro MYROAD NAKANO 静岡県 
803 JPN20080621 樋口 朝陽 HIGUCHI Asahi GREEN CYCLE 岐阜県 

ユースガール
(9-11歳 女子)

3001 JPN20060808 市川 琉那 ICHIKAWA Runa 北関東バイクトライアル 栃木県 

この大会は競輪の補助金により開催されます。

エントリーリスト

女子エリート
(15歳以上 女子)

カデット
(15-16歳 男子)

ミニメ
(13-14歳 男子)

ベンジャミン
(11-12歳 男子)

プッシン
(9-10歳 男子)

ガール
(12-15歳 女子)

マスターズ
(30歳以上 男子)

氏　　　名　　　　　　

男子エリート20
(19歳以上 男子)

男子エリート26
(19歳以上 男子)

男子ジュニア20
(16-18歳 男子)

http://hojo.keirin-autorace.or.jp/
http://jbta.jpn.org/event/2017/2017_jnc.htm


http://www.playtruejapan.org/


http://www.realchampion.jp/
http://www.realchampion.jp/
http://www.globaldro.com/home/index



