
2015 Japan Series Trials 

#03 Hiroshima 

開催日  平成 27 年 10 月 11 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 

協 賛（順不同） 

大 会 開 催 要 項 

大会名称 

  2015 J シリーズ トライアル #03 広島大会 

１．競技規則 

2015 年 UCI/JCF 競技規則に準拠する 

２．スタート方式 

カテゴリー別同時スタート（午前/午後） 

・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 

2015J シリーズ特別規則による 10 カテゴリー 

５．持ち時間 

  午前：ウィメン・プッシン・ミニメ・マスターズ 

3 時間 ＋ PT30 分（0.5 点／1 分） 

  午後：カデット・ジュニア 20/26・エリート 20/26 

2 時間 10 分 ＋ PT30 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 11 日（日） 

  7:30～ ライセンスコントロール(選手受付) 

  8:00～  コミッセールミーティング 

  8:30～  開会式・ライダーズミーティング 

ウィメン・プッシン・ベンジャミン・ミニメ・マスターズ 

 9:00  競技開始 

 ＜7 セク×2 ラップ：3 時間＋PT30 分＞ 

 12:00  競技終了（12:30 まで PT） 

カデット・ジュニア 20/26・エリート 20/26 

 13:00   競技開始 

＜7 セク×2 ラップ：2 時間 10 分＋PT30 分＞ 

 15:10  競技終了（15:40 まで PT） 

 16:15～（予定） 表彰式(年間表彰を含む) 閉会式 

 18:00   入場ゲート閉鎖予定  

■その他

・立入禁止テープ内には絶対に入らないでください。 

・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。 

・本部横の水道は井戸水です。飲用ではありません。 

・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！  

(株)ワコールーブ 

http://www.dirtfreak.co.jp/
http://www.offtime.cc/nc/
http://teraso.skr.jp/
http://co-re.p-kit.com/
http://mobi39.com/MCN/


参加選手一覧 (計 46 選手) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

セクション配置図   
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★出店予定★ 

Conditioning space Re： 

（パーソナルジム） 

オフタイム 

（トランスポーター） 

ワコールーブ 

（WAKO’S） 

ORANGE FUZZ 

（軽食販売） 

1 寺井 一希 てらい かずき 埼玉県 チームハリケーン

2 甘利 大斗 あまり やまと 長野県 トライアルチーム輪道

3 橋本 茂樹 はしもと しげき 福岡県 SUGOSUNE

4 山田 喜靖 やまだ よしやす 長野県 無所属

5 高木 祐貴 たかぎ ゆうき 大阪府 firebird

102 小松 龍一 こまつ りゅういち 神奈川県 HWC

103 白井 栄治 しらい えいじ 東京都 無所属

104 森 海盛 もり かいせい 熊本県 ikkei bike wroks

11 泉澤 仁 いずみさわ じん 群馬県 無所属

12 斉藤 夏樹 さいとう なつき 東京都 GOLD RUSH

13 大原 聡一郎 おおはら そういちろう 広島県 無所属

14 原田 匠 はらだ たくみ 愛媛県 無所属

111 塩﨑 太夢 しおざき とむ 山梨県 甲府工業高校自転車部

21 高橋 靖矢 たかはし せいや 埼玉県 チームハリケーン

22 中澤 とむ なかざわ とむ 長野県 トライアルチーム輪道

32 増田 誠政 ますだ ながまさ 静岡県 無所属

33 横田 雄一郎 よこた ゆういちろう 石川県 GREEN CYCLE

34 尾又 太一 おまた たいち 東京都 チームハリケーン

35 谷口 友希 たにぐち ゆうき 三重県 KDRT

36 横山 輝海 よこやま てるみ 広島県 ちゅう吉バイクトライアル部

37 小川 翔 おがわ しょう 長崎県 ZIP_RACING

カデット　（15～16歳　男子）

ミニメ　（13～14歳　男子）

男子エリート 20インチ　（19歳以上）

男子エリート 26インチ　（19歳以上）

男子ジュニア 20インチ　（16～18歳）

男子ジュニア 26インチ　（16～18歳）

41 小椋 陽 おぐら はる 岡山県 無所属

42 古瀬 颯樹 ふるせ さつき 長野県 トライアルチーム輪道

43 小椋 紘 おぐら ひろ 岡山県 無所属

44 廣畑 伸哉 ひろはた しんや 和歌山県 無所属

45 高橋 寛冴 たかはし ひろき 神奈川県 無所属

46 竹國 倫太朗 たけくに りんたろう 兵庫県 ワンダーエナジー

47 西尾 柊真 にしお しゅうま 兵庫県 無所属

48 早川 隼平 はやかわ しゅんぺい 長野県 無所属

49 小林 虎鉄 こばやし こてつ 東京都 無所属

50 近澤 健太 ちかざわ けんた 高知県 無所属

51 小田 楓人 おだ ふうと 広島県 TEAM TERASO

61 横田 宏太郎 よこた こうたろう 兵庫県 ワンダーエナジー

62 濱野 伊吹 はまの いぶき 岡山県 無所属

63 中山 光太 なかやま こうた 栃木県 無所属

64 伊福 柾 いふく まさき 大阪府 Team-KT

WE 72 水野 真美 みずの まなみ 大阪府 関西大学自転車部

WE 73 小川 菜花 おがわ なのか 長崎県 ZIP_RACING

G 81 横田 華奈 よこた かな 兵庫県 ワンダーエナジー

G 82 平野 心結 ひらの みゆ 京都府 ワンダーエナジー

YG 83 寺曽 芹奈 てらそ せりな 広島県 TEAM TERASO

YG 84 平野 明香有 ひらの あかり 京都府 ワンダーエナジー

91 大西 慎吾 おおにし しんご 愛知県 無所属

92 穐丸 健一 あきまる けんいち 広島県 TEAM TERASO

93 大田 次郎 おおた じろう 広島県 無所属

94 西﨑 勝也 にしざき かつや 広島県 無所属

ベンジャミン　（11～12歳　男子）

プッシン　（9～10歳　男子）

ウィメン　（9歳以上　女子：女子エリート＋ガール＋ユースガール）

マスターズ　（30歳以上　男子）


