
9月28日（土）

監督会議 取手競輪場　メインスタンド3階 13:00

競技役員会議 つくばウェルネスパーク 15:00

9月29日（日）

1. 女子 （ 46.0 km）　 個人ロード・レース決勝 8:30

ロード・レース（女子）

スタートフィニッシュ地点

2. 成年男子 （115.0 km）　 個人ロード・レース決勝 10:30

3. 少年男子 （ 92.0 km）　 個人ロード・レース決勝 10:35

ロード・レース（少年男子・成年男子）

つくばウェルネスパーク　

セキショウチャレンジスタジアム

9月30日（月） 取手競輪場

4. 少年男子 スプリント 予選 9:00

5. 成年男子 スプリント 予選

6. 女子 ケイリン 1回戦

7. 少年男子 ケイリン 1回戦

8. 成年男子 ケイリン 1回戦

休憩

9. 少年男子 1kmタイム・トライアル 決勝 12:55

10. 成年男子 1kmタイム・トライアル 決勝

11. 少年男子 スプリント 1/8決勝

12. 成年男子 スプリント 1/8決勝

1kmタイム・トライアル（少年男子・成年男子） 16:40

取手競輪場　メインスタンド3階

10月1日（火） 取手競輪場

13. 女子 チーム・スプリント 予選 9:00

14. 男子 チーム・スプリント 予選

休憩 11:25

15. 男子 4kmチーム・パーシュート 予選 12:00

16. 女子 ケイリン 敗者復活戦 14:40

17. 少年男子 ケイリン 敗者復活戦

18. 成年男子 ケイリン 敗者復活戦

19. 少年男子 スプリント 1/4決勝 16:10

20. 成年男子 スプリント 1/4決勝

〔15〕自転車競技

競　技　日　程

【 第 １ 日 】 つくば市特設ロード・レース・コース

表　　彰

つくば市特設ロード・レース・コース

表　　彰

【 第 ２ 日 】

表　　彰

【 第 ３ 日 】

つくば市

取手市

〔15〕自 転 車 競 技
競　技　日　程

つ く ば 市
取 手 市

※競技日程および組合せ表は， 変更となる場合があります。



10月2日（水） 取手競輪場

21. 女子 チーム・スプリント 3･4位決定戦 9:00

22. 女子 チーム・スプリント 1･2位決定戦

23. 男子 チーム・スプリント 3･4位決定戦

24. 男子 チーム・スプリント 1･2位決定戦

25. 男子 4kmチーム・パーシュート 3･4位決定戦

26. 男子 4kmチーム・パーシュート 1･2位決定戦

27. 女子 ケイリン 2回戦 9:30

28. 少年男子 ケイリン 2回戦

29. 成年男子 ケイリン 2回戦

30. 女子 スクラッチ（6km） 予選 10:45

31. 少年男子 スクラッチ（6km） 予選

32. 成年男子 スクラッチ（8km） 予選

休憩 12:15

33. 少年男子 ポイント ・ レース（16km）　　　　予選                    12:50
34. 成年男子 ポイント ・ レース（16km）         予選

35. 少年男子 スプリント 1/2決勝1回戦 14:50

36. 成年男子 スプリント 1/2決勝1回戦

37. 女子 ケイリン 準決勝 15:10

38. 少年男子 ケイリン 準決勝

39. 成年男子 ケイリン 準決勝

40. 少年男子 スプリント 1/2決勝2･3回戦 15:50

41. 成年男子 スプリント 1/2決勝2･3回戦

4kmチーム・パーシュート（男子） 16:30

チーム・スプリント（女子・男子）

取手競輪場　メインスタンド3階

10月3日（木） 取手競輪場

42. 少年男子 ポイント ・ レース（24km）         決勝   　　　　　　　　　　　      9:00
43. 成年男子 ポイント ・ レース（30km）　　　　決勝

44. 少年男子 スプリント 3･4位決定戦1回戦 10:20

45. 成年男子 スプリント 3･4位決定戦1回戦

46. 少年男子 スプリント 決勝1回戦

47. 成年男子 スプリント 決勝1回戦

48. 女子 スクラッチ（8km） 決勝 10:40

49. 少年男子 スクラッチ（8km） 決勝

50. 成年男子 スクラッチ（10km） 決勝

ポイント・レース（少年男子・成年男子） 11:30

スクラッチ（女子・少年男子・成年男子）

取手競輪場　メインスタンド3階

51. 少年男子 スプリント 5～8位決定戦 12:00

52. 成年男子 スプリント 5～8位決定戦

53. 少年男子 スプリント 3・4位決定戦2・3回戦

54. 成年男子 スプリント 3・4位決定戦2・3回戦

55. 少年男子 スプリント 決勝2・3回戦

56. 成年男子 スプリント 決勝2・3回戦

57. 女子 ケイリン 7～12位決定戦 13:00

58. 少年男子 ケイリン 7～12位決定戦

59. 成年男子 ケイリン 7～12位決定戦

60. 女子 ケイリン 決勝

61. 少年男子 ケイリン 決勝

62. 成年男子 ケイリン 決勝

ケイリン（女子・少年男子・成年男子） 14:40

スプリント（少年男子・成年男子）

取手競輪場　メインスタンド3階総 合 表 彰 式

【 第 ４ 日 】

表　　彰

【 第 ５ 日 】

表　　彰

表　　彰

※競技日程および組合せ表は， 変更となる場合があります。


