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1.競技時程について 

  ※大会要項では大会初日９時３０分競技開始となっていますが、９時競技開始です。 

第 1 日目時程表    

No. 開始時刻 区分 番組 ROUND 

1 9:00 男子 ポイントレース  10 km 予選（３組・62 名）８位上がり 

  電子計時設営 / 準備・動作確認   

2 10:05 男子 タンデム・スプリント 予選（12 チーム） 

  電子計時設営 / テープスイッチ貼り替え・動作確認   

3 10:55 女子 スプリント 予選（11 名） 

4  男子 スプリント 予選（26 名） 

5 11:40 男子 ケイリン 第１回戦（６組・30 名）１位上がり 

 12:15 開会式・昼食   

6 13:00 男子 マディソン 10 km 予選（２組・22 チーム）５位上がり 

7 13:40 女子 スプリント 1/4 決勝（４組・1 本勝負） 

  電子計時設営 / 準備・動作確認   

8 14:10 女子 ３km インディヴィデュアル・パーシュート 予選（５組・９名） 

9  男子 ４km インディヴィデュアル・パーシュート 予選（８組・15 名） 

10 15:40 男子 ケイリン 敗者復活戦（６組）１位上がり 

11 16:15 男子 スクラッチ  ６km 予選（３組・59 名）７位上がり 

12 16:45 男子 ポイントレース  30 km 決勝（24 名） 

 17:30 第一日終了   

     

第 2 日目時程表    

     

No. 開始時刻 区分 番組 ROUND 

 8:00 表彰式（男子ポイントレース）   

13 8:10 女子 500 m タイムトライアル 決勝（８組・15 名） 

14 8:35 男子 １km タイムトライアル 決勝（15 組・29 名） 

15 9:35 男子 スプリント 1/4 決勝（４組・1 本勝負） 

16 9:50 男子 タンデム・スプリント 5〜8 位決定予選 

17 10:00 女子 ポイントレース  16 km 決勝（15 名） 

18 10:35 男子 スクラッチ  15 km 決勝（21 名） 

19 11:00 男子 ケイリン 1/2 決勝（２組）３位上がり 

20 11:15 男子 タンデム・スプリント 1/2 決勝（1） 

21  女子 スプリント 1/2 決勝（1） 

22  男子 スプリント 1/2 決勝（1） 

23 11:40 男子 タンデム・スプリント 1/2 決勝（2） 

24  女子 スプリント 1/2 決勝（2） 

25  男子 スプリント 1/2 決勝（2） 
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 12:05 表彰式（１kmTT、500 mTT、スクラッチ、女子ポイントレース)  昼食   

26 12:50 男子 タンデム・スプリント 1/2 決勝（3） 

27  女子 スプリント 1/2 決勝（3） 

28  男子 スプリント 1/2 決勝（3） 

  電子計時設営 / 準備・動作確認   

29 13:20 女子 ３km インディヴィデュアル・パーシュート 3～4 位決定戦 

30  女子 ３km インディヴィデュアル・パーシュート 決勝 

31  男子 ４km インディヴィデュアル・パーシュート 3～4 位決定戦 

32  男子 ４km インディヴィデュアル・パーシュート 決勝 

33 13:45 男子 ケイリン 7～12 位決定戦 

34  男子 ケイリン 決勝 

35 14:00 男子 マディソン 23.33 km 決勝（10 チーム） 

 14:40 表彰式（男女インディヴィデュアル・パーシュート、ケイリン）   

36 15:00 男子 タンデム・スプリント 3～4 位決定戦（1） 

37  女子 スプリント 3～4 位決定戦（1） 

38  男子 スプリント 3～4 位決定戦（1） 

39 15:10 男子 タンデム・スプリント 決勝（1） 

40  女子 スプリント 決勝（1） 

41  男子 スプリント 決勝（1） 

42 15:20 男子 タンデム・スプリント 7～8 位決定戦 

43  男子 タンデム・スプリント 5～6 位決定戦 

44  男子 スプリント 5～8 位決定戦 

45 15:35 男子 タンデム・スプリント 3～4 位決定戦（2） 

46  女子 スプリント 3～4 位決定戦（2） 

47  男子 スプリント 3～4 位決定戦（2） 

48 15:45 男子 タンデム・スプリント 決勝（2） 

49  女子 スプリント 決勝（2） 

50  男子 スプリント 決勝（2） 

51 15:55 男子 タンデム・スプリント 3～4 位決定戦（3） 

52  女子 スプリント 3～4 位決定戦（3） 

53  男子 スプリント 3～4 位決定戦（3） 

54 16:05 男子 タンデム・スプリント 決勝（3） 

55  女子 スプリント 決勝（3） 

56  男子 スプリント 決勝（3） 

 16:20 表彰式（マディソン、タンデム・スプリント、男女スプリント） 閉会式   

 16:50 解散   

 

スムーズな競技運営にご協力をお願いします。 


