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1 加藤  諒真 かとう  りょうま 守山市 未就学児 1 酒井  大希 さかい  ひろき 守山市 未就学児

2 久保  梨惠 くぼ  りえ 近江八幡市 未就学児 2 杉川  睦実 すぎかわ  むつみ 守山市 未就学児

3 中川  楽々 なかがわ  らら 大津市 未就学児 3 酒井  裕大 さかい  ゆうた 守山市 未就学児

4 阪口  侑弥 さかぐち  ゆうや 京都府 未就学児 4 小西  佑奈 こにし  ゆうな 守山市 未就学児

5 大原  巧 おおはら  たくみ 守山市 小学生 5 河原田  向空 かわはらだ  むあ 守山市 未就学児

6 今井  朝陽 いまい  あさひ 栗東市 小学生 6 石田  正宗 いしだ  まさむね 大津市 未就学児

7 久保  海翔 くぼ  かいと 近江八幡市 小学生 7 米谷  妃菜々 よねたに  きなな 湖南市 未就学児

8 葛本  真衣 くずもと  まい 守山市 小学生 8 中村  美月 なかむら  みづき 大津市 未就学児

9 中川  昊大 なかがわ  こお 大津市 小学生 9 中村  華梨 なかむら  かりん 大津市 未就学児

10 加川  太希 かがわ  たいき 奈良県 中学生 10 酒井  智大 さかい   ともひろ 守山市 未就学児

11 辻  陸翔 つじ  りくと 草津市
2024 SHIGA

CYCLING PROJECT 中学生 11 奥村  陽斗 おくむら  はると 守山市 未就学児

12 中川  空大 なかがわ  あお 大津市
2024 SHIGA

CYCLING PROJECT 中学生 12 町井  勇紀 まちい  ゆうき 東近江市 未就学児

13 間所  智幸 まどころ  ともゆき 長浜市 一般 13 あむんるど  杏樹 あむんるど  あんじゅ 大津市 未就学児

14 加川  雅彦 かがわ  まさひこ 奈良県 一般 14 細川  明里 ほそかわ  あかり 彦根市 未就学児

15 大原  聡 おおはら  さとし 守山市 一般 15 宮永  皓太 みやなが  こうた 守山市 未就学児

16 長谷川  太成 はせがわ  ひろなり 守山市 未就学児

17 鈴木  結愛 すずき  ゆな 大津市 小学生

18 追立  隼杜 おいたて  はやと 守山市 小学生

19 浦岡  椛音 うらおか  かのん 守山市 小学生

20 丸尾  紘暉 まるお  こうき 京都府 小学生

●第2回　自転車スキルアップ教室　日程 ●第2回　補助輪そろそろ外しませんか？教室　日程

8:45～ 受付 8:45～ 受付

9:00～ 連絡事項伝達 9:00～ 連絡事項伝達

9:15～ まっすぐ走って止まる 9:15～ 特設コース走行-1（キックバイク状態で、走ってみよう！）

9:30～ 一本橋走行 ※最初はゆっくりと。徐々にスピードを上げてみよう！

10:00～ 休憩-1 10:00～ 休憩-1

10:10～ スラローム走行（単独） 10:10～ 特設コース走行-2（ペダルを付けて走ってみよう！）

10:15～ スラローム走行（集団走行） ※ペダルを付けるのが怖ければ、キックバイクのままでいいよ♬

11:00～ 休憩-2 11:00～ 休憩-2

11:10～ 特設コース走行（一般車、スポーツバイク交互に集団で走行） 11:10～ まっすぐ走って止まる

11:50～ 閉会式 11:25～ 一本橋走行

11:40～ スラローム走行（単独）

11:50～ 閉会式

■大会役員

大会会長 田中　廣光

大会副会長 中島　千明　　竹村　　健　　森　　貴尉　　竹内　基二　　安井　光造

大会委員長 城念　久雄

大会副委員長 辻田　　実

■競技役員

総務委員長 小西　良章

競技委員長 中井　将喜

受付 森　　一宏　　南井　良彦　　新野　達也

コース設営 中井　将喜　　高本　真光　　一丸　　剛

メカニック 寺岡　敦史　　小西　良章

レース・セレクタリ 小西　良章

カメラマン 森　　一宏

指導者

●スキルアップ教室

　　　中井　将喜　　寺岡　敦史

●補助輪そろそろ外しませんか？教室

　　　高本　真光　　一丸　　剛　　新野　達也　　南井　良彦　　小西　良章

2018年度　第2回　自転車スキルアップ教室　出場者一覧 2018年度　第2回　補助輪そろそろ外しませんか？教室　出場者一覧


