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Communiqué No.4 （1） 

2016 年 4 月 23 日 

大会総務委員長 井上 武夫 

1. 大会時呈について 

 5 月 7 日(土) 

No. 開始 区分 番組 ＲＯＵＮＤ 

 7:00  開門  

 8:00  練習時間（20 分）   A グループ 日本、明治、立教 

 8:20  練習時間（20 分）   B グループ 慶応義塾、順天堂、中央、東海、法政 

 8:40  練習時間（20 分）   C グループ 八戸学院、富士、東北学院、作新学院、日本体育、明星、早稲田 

 9:00  役員打合、練習終了、電子計時等設営  

1 9:30  開会式  

2 9:50 OPEN 200ｍタイムトライアル 30 名（男子 30 名） 

3  男子 スプリント 予選（21 名） 

4  女子 スプリント 予選（6 名） 

5 10:55 男子 ケイリン 予選（4 組 28 名）2 位上がり 

6 11:25 男子 ポイントレース 予選 10km（2 組 21 名+2 組 21 名）10 位上がり 

7 12:00 男子 スクラッチ 予選  7km（１組 24 名+2 組 23 名）10 位上がり 

 12:25  昼食  

   電子計時準備、動作確認  

8 13:00 男子 4km インディヴィデュアル・パーシュート 予選（10 組 19 名） 

9 14:10 女子 3km インディヴィデュアル・パーシュート 予選（3 組 6 名） 

10 14:30 OPEN 1km タイムトライアル 22 組 43 名 

11 15:45 男子 4km チーム・パーシュート 予選（8 組 11 チーム） 

12 16:35 男子 チーム・スプリント 予選（6 組 11 チーム） 

13  女子 チーム・スプリント 予選（2 組 3 チーム） 

 17:15  一日目終了  
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 5 月 8 日(日)  

No. 開始 区分 番組 ＲＯＵＮＤ 

 6:00  開門  

 7:00  練習時間（20 分）   C グループ 八戸学院、富士、東北学院、作新学院、日本体育、明星、早稲田 

 7:20  練習時間（20 分）   A グループ 日本、明治、立教 

 7:40  練習時間（20 分）   B グループ 慶応義塾、順天堂、中央、東海、法政 

 8:00  練習終了、役員打合、（電子計時接続）  

14 8:30 男子 スプリント 1/4 決勝（1 本勝負） 

15 8:45 男子 ケイリン 敗者復活戦（4 組）1 位上がり 

16 9:15 女子 3km インディヴィデュアル・パーシュート 決勝 

17  男子 4km インディヴィデュアル・パーシュート 決勝 

18 9:30 男子 1km タイムトライアル 決勝（10 組 20 名） 

19 10:05 女子 500ｍタイムトライアル 決勝（5 組 10 名） 

20 10:20 男子 スプリント 1/2 決勝（1） 

21  女子 スプリント 1/2 決勝（1） 

22 10:40 男子 スクラッチ 決勝 10km（20 名） 

23  女子 スクラッチ 決勝 6km（5 名） 

24 11:15 男子 スプリント 1/2 決勝（2） 

25  女子 スプリント 1/2 決勝（2） 

26 11:35 男子 ケイリン 1/2 決勝（2 組 12 名）3 位上がり 

27 11:50 男子 スプリント 1/2 決勝（3） 

28  女子 スプリント 1/2 決勝（3） 

 12:05  昼食  

29 12:35 男子 チーム・スプリント 決勝 

30  女子 チーム・スプリント 決勝 

31 12:45 男子 4km チーム・パーシュート 決勝 

32 12:55 女子 スプリント 3～4 位決定戦（1） 

33  男子 スプリント 3～4 位決定戦（1） 

34  女子 スプリント 決勝（1） 

35  男子 スプリント 決勝（1） 

36 13:10 男子 ケイリン 7～12 位決定戦 

37  男子 ケイリン 決勝（6 名） 

38 13:30
5 

男子 スプリント 5～8 位決定戦 

39  女子 スプリント 3～4 位決定戦（2） 

40  男子 スプリント 3～4 位決定戦（2） 

41  女子 スプリント 決勝（2） 

42  男子 スプリント 決勝（2） 

43 13:50 男子 ポイントレース 決勝 24km （20 名） 

44 14:30 女子 スプリント 3～4 位決定戦（3） 

45  男子 スプリント 3～4 位決定戦（3） 

46  女子 スプリント 決勝（3） 

47  男子 スプリント 決勝（3） 

 14:50  閉会式・表彰式  

   解散  

 


