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新潟県自転車競技選手権ロードレース弥彦大会   

テクニカルガイド 
 2021 年 5 月 30 日(日) 

弥彦村 上泉～井田周回コース 

主催      2021新潟県自転車競技選手権ロードレース 

弥彦大会実行委員会 

主管   新潟県自転車競技連盟 

後援    弥彦村／弥彦村教育委員会／（一財）弥彦サイクリングパーク

(公財)日本自転車競技連盟／(公財)新潟県スポーツ協会 

(公財)JKA／（株）新潟日報社／株式会社三條新聞社/ 

弥彦観光協会 

協力    (一社)日本競輪選手会新潟支部  

新潟県高等学校体育連盟自転車競技専門部 

弥彦村陸上競技協会 新潟県サイクリング協会  

新潟市サイクリング協会 南魚沼市サイクリング協会  

サガミレーシング チームフィンズ F（t）麒麟山レーシング 

シュースイ・みどり福祉会  

吉田高校自転車競技部（OB・保護者会）新潟大学自転車競技部 

◎ 大会当日は、参加競技者に本資料の印刷物やプログラムは配

布しません。各自でダウンロードしてください。 
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大会会長    小林 豊彦 

実行委員長   林 順一  

副実行委員長  権瓶 修也 

大会本部    富田 憲、斉藤 雄希、小出 将浩、平原勝一郎   

総務委員長   小柳 勝  090-4398-4950 

レースディレクター・チーフコミッセール 権瓶修也    090-1371-1477 

コミッセールパネル 圓谷崇  大川津文夫  星野真史 

 

大会主旨 

自転車競技を通して弥彦村の地域振興に寄与するとともに、 新潟県内自転車競

技者の競技力向上とサイクルスポーツの普及・発展を目的として開催する。 

今年度の国民体育大会等の新潟県代表選手選考に反映する。（新潟登録競技者

に限る。） 

会 場  弥彦村 上泉-井田特設周回コース   ７ km／周  （新潟県西蒲原郡弥彦村） 

スタートフィニッシュ地点 : 弥彦けいりん会館前   

カテゴリー・タイムスケジュール 

内  容 開 始 終 了 備考 

コース開放試走   8:00 8:50 交通規制開始 

全国高校総体予選 県高校総体 9:00 10:20 男子5周 35㎞  

ライセンスコントロール（受付） 

臨時登録申請 

8:40 9:40 けいりん会館前 

男子チャレンジ、女子 召集検車 9:40 10:25 出走装備で本人 

男子競技者監督会議 10:10 10:25 会館前 チーム１名 

男子チャレンジ 

女子レース (混走 表彰別) 

10:40 11:25 3周21km 
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男子競技者 召集検車 11:00 11:45 出走装備で本人 

小学生レース（混走スタート） 

中学生レース（混走スタート） 

11:30 

 

11:50 男女小学生 １周 3.7km 

男女中学生 3周11.1km 

※４周から３周に変更 

スタートスタンバイ 開会の言葉  11:55   大会会長 

男子競技者    12:00 14:20 9周 63㎞   

表 彰  各カテゴリー６位まで表彰 １から３位 メダル、賞品 ４から６位賞品 

          表彰式は行わない。入賞者本人が競技本部（受付）まで賞品を貰いに来る

こと。代理は認めない。 

その他  主催者からの参加受理通知や当日案内の送付は行わない。 

     ライセンスコントロール（受付）はチーム代表者が参加競技者のライセン

スをまとめて持参して行って構わない。 

     未登録者は当日に申請することにより臨時ライセンスを発行する。 

保険   競技中における負傷・疾病についての応急処置は行うが、以降の対応は競

技者自身の責任による。健康保険証を持参すること。大会当日の傷害保険

の適用は大会当日中に主催者に申請すること。 

 

各自、別途資料 感染症拡大防止に向けた運営についてのコミュニ
ケ（２０２１.５．１４）を再確認すること。 
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エントリーリスト 本大会は、県内在住者限定大会とする。 

【 男子チャレンジ 7km X 3 周 】34Riders ※女子と混走   

BN 氏名 / フリガナ 所属 住所 

1  遠藤 健心 / エンドウ ケンシン  シュースイ・みどり福祉会 新潟市 

2  高橋 司 / タカハシ ツカサ  YAMABIKO 新潟市 

3  安藤 正章 / アンドウ マサアキ  YAMABIKO 新潟市 

4  青野 智 / アオノ サトシ  YAMABIKO 新潟市 

5  川見 優介 / カワミ ユウスケ  YAMABIKO 新潟市 

6  小柳 賢一 / オヤナギ ケンイチ   三条市 

7  佐藤 純 / サトウ ジュン  ケニーズ 新潟市 

8  山口 晃 / ヤマグチ アキラ  ケニーズ 新発田市 

9  尾太 宏治 / オタ コウジ  シュースイ・みどり福祉会 新潟市 

10  計良 秀明 / ケラ ヒデアキ  SINNEKO 佐渡市 

11  河野 哲寛 / コオノ アキヒロ  bicycle pｌanner CT 新潟市 

12  高浪 裕三 / タカナミ ユウゾウ   燕市 

13  加藤 快介 / カトウ カイスケ  F(t) 麒麟山 Racing 新潟市 

14  小菅 博範 / コスゲ ヒロノリ  F(t) 麒麟山 Racing 新潟市 

15  渡邉 広 / ワタナベ ヒロシ  ケニーズ 新潟市 

16  澤口 洋一 / サワグチ ヨウイチ  F(t) 麒麟山 Racing 新潟市 

17  曽我 雄磨 / ソガ ユウマ   新潟市 

18  曽我 猛 / ソガ タケル   新潟市 

19  荒井 一樹 / アライ カズキ   新潟市 

20  小林 龍史 / コバヤシ リュウジ   長岡市 
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21  岡部 正也 / オカベ マサヤ  NICO-OZ 燕市 

22  村山 公敏 / ムラヤマ マサトシ  39X27 新潟市 

23  大橋 正弥 / オオハシ マサヤ  新潟大学 新潟市 

24  田中 勝 / タナカ マサル  シュースイ・みどり福祉会 新潟市 

25  大瀧 望 / オオタキ ノゾミ   長岡市 

26  伊藤 直輝 / イトウ ナオキ  チームフィンズ 燕市 

27  澁谷 倖平 / シブヤ コウヘイ  新潟食料農業大学 胎内市 

28  原田 龍治 / ハラダ リュウジ  新潟食料農業大学 胎内市 

29  相原 拓海 / アイハラ タクミ  新潟食料農業大学 胎内市 

30  市橋 寛行 / イチハシ ヒロユキ  新潟食料農業大学 胎内市 

31  小田島 優希 / コダシマ ユウキ  新潟食料農業大学 胎内市 

32  鈴木 雄大/ スズキ ユウダイ  新潟大学 新潟市 

33  清水 創介/ シミズ ソウスケ  新潟大学 新潟市 

34  渡部 敬士/ワタナベ ケイジ  新潟大学 新潟市 

 

 

【 女子レース 7km X 3 周 】 ※男子チャレンジと混走  

スタート位置は男子チャレンジの後方  

BN 氏名 / フリガナ 所属 住所 

91  松﨑 光優 / マツザキ ミユウ  シュースイ・みどり福祉会 妙高市 

92  本田 母映 / ホンダ モエ  F(t) 麒麟山 Racing 新潟市 

93  斉藤 裕美 / サイトウ ユミ  ケニーズ 新潟市 

94  遠藤 千草 / エンドウ チグサ  チームフィンズ 長岡市 
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【 中学生 3.7km コース X ３ 往復 】 第 1関門   ※ 注意 3 往復  

BN 氏名 / フリガナ 所属 住所 

131  遠藤 真心 / エンドウ マサムネ シュースイ・みどり福祉会 新潟市 

132  水谷 悠平 / ミズタニ ユウヘイ   長岡市 

133  山田 晃大 / ヤマダ コウタ   長岡市 

134  天野 昇穏 / アマノ ショウオン  F(t) 麒麟山 Racing 新潟市 

135  加藤 徠 / カトウ ライ   長岡市 

 

 
   

【 小学生 3.7km コース X 1 往復 】 第 1関門 1 往復  

BN 氏名 / フリガナ 所属 住所 

101  遠藤 勇輝 / エンドウ ユウキ  シュースイ・みどり福祉会 新潟市 

102  青木 駿弥 / アオキ シュンヤ  新通小学校 新潟市 

103  岩澤 春樹 / イワサワ ハルキ  須頃小学校 三条市 

104  岩澤 侑樹 / イワサワ ユウキ  須頃小学校 三条市 

105  岩澤 佳樹 / イワサワ ヨシキ  須頃小学校 三条市 

106  白井 陽太 / シライ ハルタ  前川小学校 長岡市 

107  伊藤 未来 / イトウ ミライ  シュースイ・みどり福祉会 新潟市 

108  水梨 蒼空 / ミズナシ ソラ  妙高高原南小学校 妙高市 

109  笹川 結 / ササガワ ユイ  浜浦小学校 新潟市 

110  笹川 幸 / ササガワ ユキ  浜浦小学校 新潟市 

111  佐藤 琢太郎 / サトウ タクタロウ  F(t) 麒麟山 Racing 新潟市 
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【 男子競技者 7km X 9 周 】 27Riders  ※注意 ボディナンバーはチーム別  

BN 氏名 / フリガナ 所属 住所 

51  沼 幸夫 / ヌマ ユキオ  サガミレーシング 新潟市 

52  皆川 孝 / ミナガワ タカシ  サガミレーシング 新潟市 

53  淵田 祐 / フチタ ユウ  サガミレーシング 新潟市 

54  田邊 昌宏 / タナベ マサヒロ  サガミレーシング 新潟市 

55  横山 周平 / ヨコヤマ シュウヘイ  サガミレーシング 加茂市 

56  五十嵐 基 / イカラシ モトイ  サガミレーシング 村上市 

61  高橋 怜士 / タカハシ レオ  F(t) 麒麟山 Racing 新潟市 

62  本田 竜介 / ホンダ リュウスケ  F(t) 麒麟山 Racing 新潟市 

63  佐藤 達也 / サトウ タツヤ  F(t) 麒麟山 Racing 新潟市 

64  大野 国寿 / オオノ クニヒサ  F(t) 麒麟山 Racing 新潟市 

65  坂大 恵太 / バンダイ ケイタ  F(t) 麒麟山 Racing 長岡市 

66  田崎 友康 / タザキ トモヤス  F(t) 麒麟山 Racing 新潟市 

71  安立 和貴 / アダチ カズキ  チームフィンズ 長岡市 

72  遠藤 健太 / エンドウ ケンタ  チームフィンズ 長岡市 

81  渡邉 八起 / ワタナベ ヤオキ 新潟食料農業大学 胎内市 

82  多田 雄飛 / タダ ユウヒ 新潟食料農業大学 胎内市 

83  酒井 翔 / サカイ カケル 新潟食料農業大学 胎内市 

84  檜村 奏太 / ヒムラ ソウタ 新潟食料農業大学 胎内市 

85  山口 海翔 / ヤマグチ カイト 新潟食料農業大学 胎内市 

86  阿部 賢明 / アベ タカアキ 新潟食料農業大学 胎内市 

87  空木 拓海 / ウツロギ タクミ 新潟食料農業大学 胎内市 

88  田総 蓮 / タブサ レン 新潟食料農業大学 胎内市 
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89  藤井 悠羽 / フジイ ユウ 新潟食料農業大学 胎内市 

90  藤野 英志 / フジノ エイシ 新潟食料農業大学 胎内市 

91  宮下 大地 / ミヤシタ ダイチ 新潟食料農業大学 胎内市 

92  福島 唯暉 / フクシマ ユイキ 新潟食料農業大学 胎内市 

93  米内 裕都 / ヨナイ ヒロト 新潟食料農業大学 胎内市 
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コース図 ７㎞周回  

 

 
 

・  ) 
  

 

 

 



テクニカルガイド 

 

 

9 

 

 

JCF２０２１競技規則、本大会特別規則を適用 

【ライセンスコントロール】 

ライセンスを受付に提示し、確認後にゼッケン２枚、フレームプレート、ヘルメット

シール２枚（左右横貼付）を配布する。計測チップを使用しないため、不備のないよ

う装着すること。 

代表者によるライセンスコントロールも構わない。ライセンスをまとめて持参する。 

フレームプレートのみレース終了後に返却すること 返却
と引き替えに参加賞を渡します。 

 

全てのカテゴリーにおいて高校生以上のライセンス未取得者は仮登録申請書を受付で

記載し１０００円を添えて当日有効の臨時ライセンスを取得する。これをもって競技

規則遵守を誓約するものとする。 

【機材、ジャージ】 

公認ヘルメットを着装。 

所属チームのジャージを着用。所属チームが空白の競技者は無地のジャージを着用す

ること。（チャレンジ、女子、小・中学生カテゴリーはこの限りでない。） 

各自において競技規則に適合した機材の責任をもつこと。 

ニュートラルサービスはリムブレーキ対応車輪のみとする。 

主催者から共通機材モトを用意するが前方優先とする。スプロケットはシマノ11S 

重量は６．８㎏以上  

18歳以下の競技者はギヤ比制限を適用し7.93m以内とする。スタート前、フィニッシュ

後にチェックを受けること。 

小中学生の機材は安全確保を条件に細かな競技規則適用はしないが、ヘルメット着用

を義務付ける。 

規定外の機材の使用はスタート前、スタート後にチェックされる。 
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【スタート前 招集・サイン】 

全ての出走選手はスタート１５分前までに出走する装備（自転車、ヘルメットシー

ル、ジャージ、ゼッケン）で検査を受ける。 

今年度は全てのカテゴリーにおいて出走サインの記載は行わない。（感染症対策） 

【スタート】 

○男子チャレンジと女子は混走レースとする。女子のスタート位置は男子チャレンジ

最後列とする。時差スタートは行わず、同時スタートとする。（表彰は別） 

大会コースで選手同士の交差が心配されるレイアウトにより安全運営管理上の理由

で混走の隊列をコンパクトにしたい理由による。 

○中学生、小学生のスタート位置は中学生が前、小学生は後ろとする。 

第１関門地点で折り返しの3.7㎞コースを中学生３周回 小学生１周回 

大会募集要項やコースマップは４周表記だが、当日は３周に周回変更する。  

○全てのレースとも、スタートから約500mはスローペースパレード走行とする。先頭の

モトコミッセールが解除の合図を行う。 

【コースの走行について】 

広域農道の走行は対面通行のためセンターラインからのはみだしを禁止する。対面車

線は先行競技者や審判車両の通過、審判車両の追い上げ走行や緊急車両通過のため。 

競走行為の違反者には警告、降格等の対応を行う。フィニッシュ時も同様とする。 

⒈９Km地点右折から通称ブドウ山周回の上りから坂を下りきった井田交差点の幹線道

路までは全幅員の走行が可能である。 

弥彦体育館折り返しゾーン(第二関門)でのチーム関係者の観戦も禁止とする。緊急車

両出動と競技者折り返し通過管理に支障をきたすため。 

【ニュートラリゼーション対応】 

弥彦消防署より緊急車両が出動の場合 

・対面車線を緊急車両が通過することがある。 

・審判団の指示により、場合によってはニュートラリゼーションを適用し、レースを

停止する場合がある。(車両出動と弥彦体育館での折り返しが重なる場合)停止の場
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合は、その時点のタイムギャップをもってレースを再開する。(集団タイム差30秒以

上の場合) 

 

【飲食の補給】 

○登録競技者カテゴリーのみ、チームスタッフからの飲食料の補給を指定エリアにて

認める。4周完了（周回板残り５周）より７周完了（周回板残り2周）まで認める。 

○補給エリアはフィニッシュライン通過後から体育館左折手前までとする。 

○ライダーズミーティングで補給者IDホルダーを配付する。補給者はチームアテンダ

ントライセンス有資格者とする。ライセンスをホルダーに入れて提示すること。チ

ームに有資格者がいない場合はライダーズミーティングで申し出ること。その場合

は補給者の氏名を記載してホルダーに提示する。 

○補給者は4人以上の競技者出走チームは補給員3人、3人の出走チームは補給員2人。

1、２名のチームは１人。 

○コースは片側通行、かつ幅員が広くないことから左路肩の白線に片足を掛けた状態

で補給を行う。            

○ボトル、食料、ゴミは補給エリアで渡すこと。補給エリア以外での投棄は３０００

円のペナルティを科す。 

【機材交換】 

○主催者によるニュートラルサービスはホイールのみとし、リムブレーキ シマノ

11s とする。ニュートラルモトは２台 前方強者優先となる場合がある。 

○チーム機材交換はスタート前エリア左路肩（歩道側）とする。 

補給エリア側での交換は認めない。交換後は審判テントに報告すること。レース後

に機材チェックを行う。ホイール交換、自転車交換可。 

【除外タイムアウト・自らの棄権】 

○関門 1 関門２において、レース序盤は、先頭競技者から 4 分で遅れ競技者を除外

する。レース終盤はコミッセールの指示による。 

○自力走行不能の競技者のみサグワゴンで回収する。 
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○自走可能の場合はゼッケンを一枚外してサグワゴン（最高尾車）通過後に道路左端

を自走行で戻る。 

○自ら棄権した選手は、コミッセールに伝えること。 

駐車場 チームピット 

○駐車場    弥彦けいりん第 4 駐車場 130 台 

けいりん会館裏 30 台 

※けいりん会館エリアは交通規制のため１５時まで車両移動はでき

ません。朝は７時５０分までに入庫する。８時より交通規制開始

のため入場できません。 

○チームピット けいりん会館前エリアでテント設置可 車輌は会館裏へ駐車。 

   

救護体制 

救護員２名  けいりん会館入り口 救護テント  

休日協力医療機関    

小澤医院 （内科）     燕市秋葉町 0256-61-1666 

西蒲原地区休日急患センター 西蒲区巻甲 0256-72-5499 

 県央医師会応急診療所    三条市興野 0256-32-0909 

 
 

コース注意箇所 
① スタートから下り 500m  

 

解除指示まで時速３０キロ以下  

センターラインオーバー禁止  

 

② 幹線農道フラットコース スタートからのパレードスタート解除（リアルスタート） 

対面通行のためセンターラインオーバー禁止 
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1.６km地点 第１関門 

 

 

 

 

 

④ １.9Ｋ地点 幹線農道から直角交差点 右折  

コース幅員が狭くなる これより全幅員の走行可能 

 

 

 

 

※小学生 中学生は折り返し 

 

 

左折 巻 岩室 

 T 字路交差点看板  

③スタートから １．５㎞  

上泉大橋付近 段差あり 

注意 

注意 
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オーバースピード注意 右折時減速  

 

⑤  その後 300m してすぐに農道直角交差点 左折 

 

                                                

⑥ 通称ブドウ山方面へ直進  

 

                           

 

 

 

注意 

⑤右折ポイント 拡大 

注意 注意 

⑨ 左右路肩注意 

⑧ぶどう山右

折 

減速 減速 

左右路肩  

水田注意 
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 左車線走行のみ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩左折してさらに上る 

⑫ あと 1．9㎞地点 

井田交差点 

フィニッシュライン 

いかなる場合も 

センターラインオーバ

ー禁止 対向車線は 

競技者、審判車輌通行 

⑬フィニッシュ付近 
チームでの機材交換ゾーン

左路肩 歩道側 

⑪ 下り 

全幅員走行可能 

下り S 字コーナー 

グレーチング

あり 

 

幹線道のフラットコースより 

センターラインオーバー禁止 
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各自、別途資料 感染症拡大防止に向けた運営についてのコミュニ
ケ（２０２１.５．１４）を確認すること。 

⑭飲食補給開始 

（競技者カテゴリー） 

フィニッシュライン

過ぎから体育館前左

折手前まで 

 

⑮ 第 2関門 消防署前 折り返し 

レース中にコース内を緊急車両が出庫通過 

ニュートラリゼーション指示 

レースの停止指示が出ることがある。  
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競技役員 

総務委員長 小柳 勝 立哨員 本田 玄基 

総務 富田 憲 立哨員 橋本 大佑 

総務 斉藤 雄希 立哨員 高井 由紀夫 

総務 小出 将浩 立哨員 南雲 和行 

総務 平原勝一郎 立哨員 山野上 良輔 

総務補助 村岡 加奈子 立哨員 星 隆 

総務補助 吉川 和代 立哨員 高橋  隆幸 

総務補助 武石 明子 立哨員 三浦 友好 

総務補助 上野 香代子 立哨員 小森    順一 

レースディレクタ 

チーフコミッセール 

権瓶 修也 立哨員 戸叶 精一 

スタート・補給管理 大川津 文夫 立哨員 熊谷 善和 

スタート・補給管理 浅田 雅治 立哨員 隼野 伊史 

フィニッシュ 須貝 寿雄 立哨員 河合 真輝 

フィニッシュ 箕輪 郁哉 立哨員 丸山 秋一 

フィニッシュ 加野 一樹 立哨員 森山 信 

タイムキーパー 吉川 澄 立哨員 石林 伸也 

フィニッシュ 松林 歩 立哨員 本多 志保子 

フィニッシュ 森田 恵子 立哨員 池田 正彦 

アッシャー 高坂 俊介 立哨員 遠山 真史 

アッシャー 相沢 健吾 立哨員 小川 武雄 



テクニカルガイド 

 

 

18 

 

 

アッシャー 北原 知樹 立哨員 三澤 香里 

アッシャー 坂井 優太 立哨員 小竹 由美 

ラップ ベルリン

ガー 

小川 隆 立哨員 塩原 真弥 

モトコム１ 権瓶 修也 立哨員 古山 少太 

モトコム１ 善養寺貴洋 立哨員 小川 佳祐 

モトコム２ 圓谷  崇 立哨員 村上  進 

モトコム２ 小野塚 武 立哨員 德永 拓実 

モトコム３  佐藤 一彰 立哨員 阿達 昭信 

インフォ BB モト 星野 真史 立哨員 狩野 弘行 

インフォ BB モト 吉川 敏彰 立哨員 綾野 陽仁 

ニュートラルモト 1 星野 正史 コースマーシャル 伊藤 望 

ニュートラルモト 2 吉川 拓摩 コースマーシャル 田辺 明宏 

関門１ 内田 和則 コースマーシャル 藤田 豊 

関門１ 遠藤真由美 コースマーシャル 江部 敏 

関門２ 渡部 悟 コースマーシャル 上野 一機 

関門２ 圓山 優子 コースマーシャル 圓山 浩晃 

サグワゴン 小林 洋平 コースマーシャル 小黒 祐也 

サグワゴン 西山 龍也 コースマーシャル 藤原 憲征 

リーディングビークル 千嵐 大佑 コースマーシャル 池田 英喜 

リーディングビークル 泉  香織 コースマーシャル WHITAKER Andrew 

ラジオタワー 加藤 大輔   
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アナウンス 栁川 治美   

アナウンス 赤松 葉月   

救護 後藤 美子   

救護 平岡 ミヨ   

 


