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補助事業番号：26-1-008 

補助事業名：平成 26年度自転車競技の普及促進及び競技力の向上に資する事業 

補助事業者名：公益財団法人日本自転車競技連盟 

 

１．補助事業の概要 

(1)事業の目的 

世界選手権出場枠獲得を目指し国際大会で優秀な成績を修め、自転車競技の普及に寄与し、もっ

て公益の増進に寄与する。 

 

(2)実施内容 

ナショナルチームを編成し、国際大会への選手団の派遣（日本を代表する自転車競技選手の強化

及び国際的な自転車競技大会に対する選手の派遣に関する事業） 

  当連盟は、日本を代表して国際舞台で活躍する選手の強化育成を行うと共に、オリンピックやＵ

ＣＩ主催の世界選手権等の著名な競技大会に選手を派遣し、日本自転車競技界の国際的な地位向上

を図っている。 

  自転車競技の普及は日本より海外（特に欧州）が先進的であるが、日本人選手が国際大会に出場

して好成績を挙げることによって、多くの国民が自転車競技に対する強い関心を持つことにつなが

り、自転車競技の普及振興に資することになる。 

  選手強化については、国内における公式競技大会での成績を基準に、専門委員会において強化指

定を受ける選手を選考し、強化合宿を実施する。選手派遣については、選手を始め監督、メカニッ

ク、トレーナー、スポーツドクターらによるチームを構成し、世界選手権等の国際大会出場権獲得

の為、海外で行われるＵＣＩクラス１大会、アジア選手権、ワールドカップ等に選手派遣を行う。 

 本事業における活動は以下のとおりである。 

 

ア．アジア自転車競技選手権大会派遣事業 

（ⅰ）アジア選手権自転車競技大会（トラック） 

（平成 26年 5月 22日～26日、カザフスタン・アスタナ、選手団一覧） 

  結果 ・ＭＪ 1kmTT＜決勝＞結果       ・ＷＥポイントレース＜決勝＞結果 

 ・ＭＥチームスプリント＜決勝＞結果  ・ＭＥポイントレース＜結果＞  

 ・ＷＪ個人パーシュート＜決勝＞結果  ・ＭＪ個人パーシュート最終結果 

     ・ＷＥスクラッチ＜決勝＞結果     ・ＭＥスクラッチ＜決勝＞結果 

     ・ＷＥチームスプリント＜決勝＞結果  ・ＭＪスプリント＜最終結果＞ 
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  結果  ・ＷＥオムニアム＜最終結果＞   ・ＷＥ 500mTT＜決勝＞結果 

      ・ＭＥ 1kmTT＜決勝＞結果     ・ＭＪポイントレース＜決勝＞結果 

      ・ＷＪケイリン＜決勝＞結果    ・ＷＥケイリン＜決勝＞結果 

      ・ＭＥケイリン＜決勝＞結果    ・【動画】脇本雄太ケイリン優勝 

      ・全コミュニケ 

 

（ⅱ）アジアＭＴＢ選手権自転車競技大会 

（平成 26年 11月 1日～2日、インドネシア・南スマトラ島 ルブックリンガウ、選手団一覧） 
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http://jcf.or.jp/wp2012/wp-content/uploads/2014/05/KR_ME_P.jpg
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  速報  ・＜速報＞2014 年 11 月 1 日   ・＜速報＞DHI 末政 12回目のアジアチャンピオン！ 

      ・＜速報＞XCO 山本幸平 6連覇！ 

 

（ⅲ）ＢＭＸアジア選手権大会 

 （平成 26年 11月 7日～9日、インドネシア、選手団一覧） 

  速報  ・全カテゴリー金メダル！ 

 

（ⅳ）ＵＣＩ室内自転車競技ワールドカップ／アジア室内自転車競技選手権大会 

 （平成 26年 8月 23日・24日、大分・別府、選手団一覧） 
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 速報  ・サイクルサッカーワールドカップ＜速報＞  ・サイクルフィギュア シングル U15男子 

     ・サイクルフィギュアシングルエリート男子  ・サイクルフィギュア ペア女子 

     ・サイクルフィギュアシングル U15女子    ・サイクルフィギュアシングルエリート女子 

     ・サイクルフィギュアペアオープン      ・サイクルサッカー 

 

イ．国際大会選手派遣事業・ワールドカップ 

（ⅰ）2014-2015UCIトラック・ワールドカップ第 1戦 

    （平成 26年 11月 7日～9日、メキシコ・グアダラハラ、選手団一覧） 

  速報  ・TP-M日本新記録！        ・女子チームパーシュート＜予選＞  

      ・女子チームスプリント＜予選＞日本新記録！  ・男子チームスプリント＜予選＞ 

      ・女子スプリント＜予選＞   ・男子ケイリン＜第 1回戦・敗者復活戦＞ 

      ・最終日午前の部   ・男子オムニアム＜結果＞   ・ 

 

（ⅱ）2014-2015UCIトラック・ワールドカップ第 2戦 

（平成 26年 12月 5日～7日、イギリス・ロンドン、選手団一覧） 

速報  ・第 2戦＜結果＞   ・動画 

 

（ⅲ）2014-2015UCIトラック・ワールドカップ第 3戦 

（平成 27年 1月 16日～18日、コロンビア・カリ、選手団一覧） 

速報  ・第 3戦＜結果＞ 

 

エ．国際大会（クラス１，２，３）への派遣 

（ⅰ）トラックオーストラリア国際大会 

  （平成 26年 6月 18日～22日、オーストラリア・アデレード、選手団一覧） 

  

 

 

競技結果 
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（ⅱ）UCI台湾 Hsin-Chuトラックインターナショナルトクラシック 

  （平成 26年 7月 19日～21日、チャイニーズ・タイペイ、選手団一覧・結果） 

 

（ⅲ）ACCトラックアジアカップ・タイラウンド 

  （平成 26年 10月 10日〜12日、タイ・スパンブリー、選手団一覧） 

  速報  ・ACCカップ（タイ）結果  

 

オ．第 17回アジア競技大会（自転車競技） 

 （平成 26年 9月 20日～10月 1日、大韓民国・仁川、選手団一覧） 

  速報  ・女子チームスプリント     ・男子チームスプリント＜結果＞  

      ・男子チームパーシュート日本新記録樹立！  ・女子ケイリン＜結果＞ 

       ・男子チームパーシュート  ・女子チームパーシュート日本新記録樹立！ 
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速報  ・女子チームパーシュート＜結果＞  ・男子オムニアム＜結果＞  

 ・男子スプリント＜結果＞ 

    ・女子オムニアム＜結果＞  ・男子ケイリン  ・女子スプリント＜最終結果＞ 

    ・女子個人タイムトライアル＜結果＞  ・男子個人タイムトライアル＜結果＞ 

    ・男子ロードレース＜結果＞  ・女子ロード＜結果＞ 

   ・男子マウンテンバイク＜結果＞ ・女子マウンテンバイク＜結果＞  

 ・男子 BMX＜結果＞  ・女子 BMX＜結果＞ 
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２．予想される事業実施効果 

  世界選手権自転車競技大会に出場するためには、ワールドカップにおいて出場枠獲得に必要なポ

イント（ワールドカップでの競走成績によって付与される）を獲得する必要があるが、これまで、

各国のナショナルチームに対してほぼ無条件に付与されていたワールドカップへの出場権が、ＵＣ

Ｉ公認の国際大会（カテゴリ：クラス３以上）に出場し獲得したポイントによって、出場枠を付与

されることとなったことから、ワールドカップはもとより、大陸選手権大会やＵＣＩ公認国際大会

への派遣とこれによるポイント獲得の重要性が増してきている。 

  今後、世界選手権、オリンピック出場へとつながる道筋として、本事業の重要性はより一層、大

きくなるが、メダル獲得に向けて必要不可欠な派遣事業となっている。 

 

３．事業内容についての問い合わせ先 

団 体 名：公益財団法人日本自転車競技連盟 

（公益ザイダンホウジンニホンジテンシャキョウギレンメイ） 

住  所 ：141-0021 東京都品川区上大崎 3-3-1 

代表者名 ：会長 石崎聖子（イシザキセイコ） 

担当部署 ：総務部 

担当者名 ：総務部長 菊田 聡 

電話番号 ：03－6277－2690 

FAX 番号 ：03－6277－2691 

Ｕ Ｒ Ｌ ：http://jcf.or.jp/ 

http://jcf.or.jp/

