
2014 J シリーズ トライアル

第 3戦 広島大会・三次灰塚
2014 Japan Series Trials

Round 3  Hiroshima  Miyoshi-Haizuka
@Haizuka dam trial park

開 催 日  平成 26 年 10 月 12 日（日）

み よし  き さ

会  場  広島県三次市吉舎町安田 灰塚ダムトライアルパーク

主  催  JBTA 日本自転車トライアル協会

主  管  TEAM TERASO

後  援  三次市 ・ 三次市教育委員会

大 会 開 催 要 項

大会名称

2014 J シリーズ トライアル #03 広島大会

１．競技規則

2014 年 JBTA トライアル競技規則に準拠する

２．スタート方式

全クラス同時スタート

・セクションの周回順序は自由

３．セクション数

7セクション×2ラップ

・1 ラップ終了時に 2 ラップ目のカードと交換

・リタイヤの場合もカードは必ず提出すること

※セクション数/ラップ数は暫定です。天候や周辺

の環境に応じ、急遽変更となる場合があります。

４．カテゴリー

JBTA競技規則およびJシリーズ規定の9カテゴリー

５．持ち時間

4時間 30 分 ＋ ペナルティー30 分

（＋0.5 点／1分）

※競技持ち時間は暫定です。参加者数や天候、周辺

の環境に応じ、急遽変更となる場合があります。

タイムスケジュール

10月 12 日（日）

8:30～9:20 選手受付

9:00～   コミッセールミーティング

9:30～ 開会式・ライダーズミーティング

10:00 競技開始

＜7 セク×2ラップ：4時間 30 分＋TP30 分＞

14:30 競技基準時間終了

（15:00 以降は失格となります）

15:30～（予定） 表彰式 閉会式

18:00   入場ゲート閉鎖予定

■その他

・競技終了後のセクション撤収作業へのご協力をお願

いいたします。

・会場での前泊キャンプは可能です。

（前日 AM9 時に入場ゲート開門予定）

・本部横の水道は井戸水です。飲用ではありません。

・競技終了後は井戸水での洗車は可能です

・簡易水洗トイレが本部脇に 2(和式)+2(男)あります。

・ゴミは必ずお持ち帰りください。

・自転車に乗る時は競技以外もヘルメット必須！

・マナーを守ってみんなで楽しい時間を！

参加選手一覧 (計 43 選手)

カテゴリー区分

セクション配置図
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大会本部

WC

駐車場

1 寺井 一希 テライ　カズキ 埼玉県 チームハリケーン

2 甘利 大斗 アマリ ヤマト 長野県 トライアルチーム輪道

3 山田 喜靖 ヤマダ ヨシヤス 長野県 無所属

4 宮地 史也 ミヤチ フミヤ 東京都 無所属

101 飯塚 隆太 イイヅカ リュウタ 兵庫県 GOLD RUSH / チーム和歌山

102 小松 龍一 コマツ リュウイチ 神奈川県 HWC

103 西窪 友海 ニシクボ トモミ 和歌山県 GOLD RUSH / チーム和歌山

104 藤原 涼平 フジワラ リョウヘイ 広島県 関輪会

11 坪井 大地 ツボイ ダイチ 宮城県 GOLDRUSH

12 橋本 茂樹 ハシモト シゲキ 福岡県 SUGOSUNE

13 森 海盛 モリ カイセイ 熊本県 イッケイバイクワークス

14 中野 太一 ナカノ タイチ 大阪府 team KT

21 泉沢 仁 イズミサワ ジン 群馬県 無所属

22 高橋 靖矢 タカハシ セイヤ 埼玉県 チームハリケーン

23 塩崎 太夢 シオザキ トム 山梨県 無所属

24 斉藤 夏樹 サイトウ ナツキ 東京都 GOLD RUSH

25 大原 総一郎 オオハラ ソウイチロウ 広島県 無所属

31 安部 健太 アベ ケンタ 埼玉県 無所属

32 豊澤 剛 トヨサワ ツヨシ 埼玉県 チームハリケーン

33 小川 翔 オガワ ショウ 長崎県 ZIP_RACING

エリート20

エリート26

ジュニア

カデット

ミニメ

41 氏川 政哉 ウジカワ セイヤ 三重県 無所属

42 池田 力 イケダ リキ 岡山県 無所属

43 増田 誠政 マスダ ナガマサ 静岡県 KDRT

44 尾又 太一 オマタ タイチ 東京都 わくわくBTRひろば

45 谷口 友希 タニグチ ユウキ 三重県 KDRT

46 古瀬 颯樹 フルセ サツキ 長野県 BikeTrialTeam輪道

47 高橋 寛冴 タカハシ ヒロキ 神奈川県 無所属

48 今井 亮太朗 イマイ リョウタロウ 神奈川県 湘南バイクトライアルクラブ

49 早川 隼平 ハヤカワ シュンペイ 長野県 無所属

50 古藤 丈 コトウ ジョウ 大阪府 team KT

51 横山 輝海 ヨコヤマ テルミ 広島県 ちゅう吉 福山

61 広畑 伸哉 ヒロハタ シンヤ 和歌山県 無所属

62 柳橋 航 ヤナギバシ コウ 東京都 無所属

63 濱野 伊吹 ハマノ イブキ 岡山県 team NYS

71 水野 真美 ミズノ マナミ 大阪府 関西大学体育会自転車部

72 小川 菜花 オガワ ナノカ 長崎県 ZIP_RACING

73 宇津野 裕美 ウツノ ヒロミ 東京都 わくわくBTR広場

74 寺曽 芹奈 テラソ セリナ 広島県 TEAM　TERASO

81 稗田 晃史 ヒエダ コウジ 大阪府 moc

82 鷲見 芳紀 スミ ヨシノリ 愛知県 MOC

83 大西 慎吾 オオニシ シンゴ 愛知県 無所属

84 飛里 充思 トビサト アツシ 愛知県 無所属

85 西崎 勝也 ニシザキ カツヤ 広島県 無所属

ベンジャミン

プッシン

ウィメン

マスターズ

★出店予定★

オフタイム

（トランスポーター）

ワコールーブ

（WAKO’S）
ORANGE FUZZ

（飲食ブース）


