
　　　平成２９年度　長野県自転車競技大会一覧表　　　　　 （Ver.2017.04.18）

（１）　実施日程等
　　　開催日 役員集合 競技開始
４月２９日（土）

～
４月３０日（日）
５月２０日（土）

～
５月２１日（日）

５月２８日（日）

６月　３日（土）
～

６月　４日（日）

　※１．登録・未登録に限らず県外競技者も参加出来ます。又、女子の参加も可能です。
　※２．参加申込は、指定申込書にトラック・ロード別々に提出して下さい。申し込み期限は厳守願います。遅れた者は、当日受付とみなしますので注意して下さい。
　※３．問い合わせ・申込書申請・申込書送付先　　　　　長野県自転車競技連盟　　奥原　進治

〒390-1401    松本市波田1643　　e-mail: snb11916@nifty.com

（２）　表彰
　　１．トラック大会　　各種目　　１位７点、２位５点～６位１点とし合計点の多い順に１位～３位とする。
　　２．ロード大会　　　クラスＡ　　１位～３位に授与、クラスＢ　　１位に授与
　　　　※ 尚、松本サイクルトラックレース及び2Days Race In 木島平村は別途実施要項を参照下さい。

（３）　トラック競技実施種目

開催日 大会名 １ＫｍＴ・Ｔ ケイリン スクラッチ

４月２９日 ～ ３０日
松本サイクル
トラックレース

６月３日 ～ ４日 国体予選

（４）　ロード競技実施内容
　　　開催日 大会名

５月２０日（土） ２Ｄａｙｓ　Ｒａｃｅ
～

５月２１日（日） iｎ　木島平村
国体予選

５月２８日（日）
個人ロード

トラックレース

平成２９年　３月

４Ｋｍ速度

参加料 受付 開会式

長野県自転車競技連盟

詳細は、後日長野県自転車競技連盟
ホームページへ掲載します
http://nagano-cf.o.oo7.jp/

個人追抜

申し込み締切日

詳細は、後日長野県自転車競技連盟ホームページへ掲載します
http://nagano-cf.o.oo7.jp/

スキー場周回コース

美鈴湖自転車

200ｍＴ・Ｔ スプリント

当日　１，０００円増

ポイント

大会名 場所 参加資格
松本市2017　松本サイクル

５月１９日（金）
成年　２，０００円
少年　１，０００円サマーローラー

登録競技者のみ

登録競技者のみ
個人ロードレース

２Ｄａｙs　Ｒａｃｅ　Ｉｎ　木島平村

国民体育大会長野県予選会

　　　　シニア　ステージレース
　　　ジュニア　個人ロードレース

競技場

サマーローラー

申込み先が異なるので、詳細については、2Days Race in 木島平村のＨＰを参照下さい。

http://kisomura2days.com/
スキー場周回コース

下高井郡木島平村

詳細は、後日長野県自転車競技連盟
ホームページへ掲載します
http://nagano-cf.o.oo7.jp/

美鈴湖自転車 登録競技者のみ

詳細は、後日長野県自転車競技連盟
　　　ホームページへ掲載します

http://nagano-cf.o.oo7.jp/

登録競技者のみ
下高井郡木島平村

国民体育大会長野県予選会 松本市 成年　２，０００円
少年　１，０００円 ５月２６日（金）

サマーローラースキー場

シニア：ステージレース　　　　　ジュニア：個人ロードレース
詳細は、2Days Race in 木島平村のＨＰを参照下さい。

http://kisomura2days.com/
クラスＡ　成年　８５ｋｍ　（１周３．４Km×２５周回）　

サマーローラースキー場

     　     少年　６８ｋｍ　（１周３．４Km×２０周回）　
下高井郡木島平村

競技内容

競技場 当日　１，０００円増トラックレース

場所

下高井郡木島平村

詳細は、後日長野県自転車競技連盟ホームページへ掲載します
http://nagano-cf.o.oo7.jp/

備考



（５）　高校関係大会開催予定
　　　開催日 　　　　　　　　大会名 　　内容 　　　　　　場所 （７）　強化合宿日程
　５月２１日（日） 長野県高校総体自転車競技大会 第１回
 　　　 第２回
　６月　３日（土） 長野県高校総体自転車競技大会 第３回
　　～　４日（日） 第４回
１０月１５日（日） 長野県高等学校新人体育大会 第５回

第６回
１０月２１日（土） 長野県高等学校新人体育大会 野沢温泉村 第７回

第８回
※　参加にあたっては、自己負担金あり

（６）　県内開催大会予定及び全国レベル開催大会予定 　　　第１～3回は、長野県登録者の参加はOK。

　　　開催日 　　内容 　　　　　　場所 　　　その後は国体候補選手のみとする。

　４月１５日（土）
　　　 １６日（日） 強化合宿責任者　　宮崎　岳人
　４月２９日（土） 〒３９９－８２０４ 安曇野市豊科高家１０３９－３
　　　 ３０日（日） ※日程変更あり。変更時は後日連絡します。
　５月２１日（日） TEL　０２６３－７２－４７７４
　 ～ ２８日（日） 携帯電話　０９０－３３３３ー３５１８
　５月２７日（土） e-ｍaｉｌ:　take-911@anc-tv.ne.jp
　 　  ２８日（日）
　６月１８日（日）

　７月１５日（土）
　　　 １６日（日）
　７月２１日（金）
　　　 ２３日（日）
　７月２２日（土）

　７月２３日（日）
　　　 
　７月　未定

　８月　５日（土）
　　　 　６日（日）
　８月　６日（日）

　８月２３日（水） トラック
　　～２６日（土） ロード
　８月３１日（木）
～ ９月　２日（土）
　９月　３日（日） 大町市美麻

　９月１０日（日）

　９月３０日（土）
～１０月　１日（日）
１０月　１日（日） トラック

～　５日（木） ロード
１０月１３日（金）

～１５日（日）
１１月１１日（土） トラック
　　　 １２日（日） ロード
１１月上旬～

１２月１０日（日）

シクロクロス
長野・山梨・静岡県各地

Coupe du Japon
　　　　　　　　白馬マウンテンバイク大会

MTB
北安曇郡白馬村

Coupe du Japon
　　　　　　　　　　　　CJ1富士見パノラマ

MTB
諏訪郡富士見町

個人ロード

トラック

クリテ

ロード

MTB

トラック

信州シクロクロスシリーズ

　　オリンピックスポーツパーク

下高井郡木島平村
　　サマーローラースキー場
松本市
　　美鈴湖自転車競技場
松本市

佐久市ミレニアムパーク
　　　　特設トライアルコース

個人ロード

大会名

６月１７日（土） ～   ６月１８日（日）

　　美鈴湖自転車競技場

トラック

トラック

トラック

トライアル

飯山市長峰スポーツ公園

クリテ

ヒルクライム
北安曇郡小谷村栂池高原

ロード
　　　　　特設ロードコース

MTB
北安曇郡白馬村

４月２２日（土） ～   ４月２３日（日）
５月　３日（水） ～   ５月　４日（木）
５月１３日（土） ～   ５月１４日（日）

８月１２日（土） ～   ８月１３日（日）
８月１９日（土） ～ 　８月２０日（日）
９月１７日（日） ～   ９月１８日（月）
９月２３日（土） ～   ９月２４日（日）

　　　　　　 特設ロードコース

国内各地
(南信州ｽﾃｰｼﾞ・飯田）

　特設ヒルクライムコース

松本市

北安曇郡白馬村
　特設クリテリウムコース

上伊那郡宮田村
　特設ヒルクライムコース

諏訪郡富士見町
　　富士見パノラマ

白馬クロスカントリー競技場
松本市
　　　美鈴湖自転車競技場

松本市
　　　美鈴湖自転車競技場
諏訪郡富士見町
　　富士見パノラマ

Coupe du Japon
　　　　　　　　　　　　　富士見パノラマ

上伊那郡宮田村
　特設クリテリウムコース

福井県

静岡県　日本CSC

文部科学大臣杯 第７３回
　　　　　全日本大学対抗自転車競技大会
文部科学大臣杯 第７３回

第２１回　JBCF栂池高原ヒルクライム

　　富士見パノラマ

山形村清水高原
　特設ヒルクライムコース

愛媛県

　　　美鈴湖自転車競技場

ヒルクライム

全日本選手権自転車競技大会
　　　　　　　　　　　　　　　　　トライアル

２０１７　全日本学生RCS第１戦
　　第１１回 菜の花飯山クリテリウムラウンド

ツアー・オブ・ジャパン　２０１７

全日本学生TRS第3戦
　　　　JICF INTERNATIONAL TRACK CUP
全日本選手権自転車競技大会
　　　　　　　　　　　　　　マウンテンバイク

北佐久郡南牧村
　　野辺山高原 滝沢牧場

クリテ

ヒルクライム

MTB

シクロクロス

２０１７　全日本学生RCS第５戦

２０１７　全日本学生RCS第３戦
　　　　　　第１２回白馬クリテリウムラウンド

第３回　JBCFみやだ高原ヒルクライム

第９回　JBCFみやだクリテリウム

　　　　　全日本大学対抗自転車競技大会

JOC ジュニアオリンピックカップ

第４８回　JBCF東日本トラック

　　　　　第１１回山形村ヒルクライムラウンド

第７１回国民体育大会

全日本選手権自転車競技大会
　　　　　　　　　　　　　　　　シクロクロス

第５３回都道府県対抗自転車競技大会

中部８県対抗自転車競技大会


