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戦績報告会
2018年度
東京大学自転車部競技班



今年度成績
第56回 全日本学生選手権チーム・ロード・タイムトライアル大会  

井上、長岡、岡野、木村颯希 9位  

第28回全日本学生個人ロードTT自転車競技大会 

普及の部 木村響3位 

全日本学生選手権 長岡22位 井上42位 松田7位 

第33回全日本学生選手権個人ロードレース大会 

松田8位  

第86回 全日本自転車競技選手権大会ロードレース 

男子U23 個人TT 井上16位・新谷18位 

女子エリート 個人TT 松田9位 
男子U23 RR 井上・新谷出場 

女子エリート RR 松田出場 



今年度成績

第5回JICF 国際トラックカップ オムニアム 

B決勝長岡8位 
RCS白馬クリテリウム 

クラス3 二日目 千葉2位にてクラス2に昇格  

文部科学大臣杯第73回全日本大学対抗選手権自転車競技大会 

男子4kmチームパーシュート（TP）予選 

井上（工4）長岡（経済4）岡野（工3）新谷（法3）4.28.804→10位 

オムニアム 長岡16位



スポンサー紹介
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スポンサー紹介
日頃からご支援いただいている 
スポンサー様を紹介いたします。
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株式会社 日直商会

・DE ROSAのバイク・Nick  

・Michelinのタイヤ・power 

・KASKのヘルメット・ウェアの作成  

以上をはじめとした機材を供給していただいております。  
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De Rosa Nick
言わずと知れたイタリアの名門 ブランド、DE ROSA。  

踏めばマイルドに進み、 その一方でパワーが逃げていく 感覚はほとんどありません。 

脚を回せばそれに応えてスッと 伸びて行く、勝負がかかる終盤に脚を残せるフレーム。  

高速の下りでの安定感も特徴的です。 
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Sportful
今年度からウェアの作成を承っていた だいています。  

トッププロが使用するのと同じモデル で、 

レースでその性能は大きなアドバ ンテージとなります。  

ライドの種目やライダーのタイプを選 ばない、 

解剖学にちなんだ快適な フィットが特長です。 

Michelin Power
新たに採用されたRace Compound combinationsにより、 

高いグリップ性能と低い転がり抵抗、省パワーロスを すべて実現。  

このタイヤを履いていれば、レース中に頻発する落車、  

集団内でのパニックブレーキにも難なく対応することが できます。  

東大自転車部の決戦用タイヤはすべてこのpowerです。  
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Tacx
静音性が高く・より実走に近い 
三本ローラー、固定ローラー。 
東大のチームカラーにあったデザインで、 
試合前の選手の士気を大きく高めてくれます。

Kask
Up&Down Systemによって深く固定され、 

締め付け感がないまましっかりとフィッ トします。  

通気性もよく、ヘルメットとしての安心感はそのままに、 
レースに集中することができます。  
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Sport Bikes HiRoad
当部OBである青山様が経営していらっしゃる東京都品川、武蔵小山のスポーツバイクショップ。  

ウェアや機材の提供、部員の機材のメンテナンスやハイロード独自のバイクフィットプログラム によるフィッティングなど、 

多岐に渡る手厚いサポートを提供していただいております。 



GS Astuto 
• オーナーでエンジニアのTimSmith氏によるバイクショッ
プ。  

• どれをとっても常に新たな試みが続けられているホイール、
フレームなどを取り扱っていらっしゃいます。  

• 2015年卒部・浦佑樹(全日本学生個人ロードレース優勝)、 

林遼(ツールド北海道完走)、2017年卒部・生駒亮汰 (同)、
秋山浩杜(インカレ完走)など、複数の東大選手が愛用し、
多くの戦績を残しております。 
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Blue Wych
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• Blue Wychを立ち上げ、パワートレーニングの先駆
者として、日本人選手のレベル底上げに大きく貢献
されています。  

• 東大チームには、パワーデータの解析をはじめとし
て、練習方法の提案など様々な協力をいただいてお
ります。 

柿木克之 氏
• Blue Wychの共同研究者として、日本人選手の強化に
大きく貢献されています。  

• 日本代表コーチを歴任。  
• 毎年の合宿をはじめとして、東大チームの練習を監
修していただいております。 

柿木孝之 氏

パワートレーニング



部員紹介



井上功一朗
2016年度（2年目） 
• RCS#3 大町美麻ロードレース クラス3 3位 

⇒クラス2に昇格 

2017年度（3年目） 
• 全日本学生選手権チーム・ロード・タイムトライアル 9位 
• 全国学生選手権個人ロードレース 69位 
• 九州チャレンジサイクルロードレース U23 6位 

→ 全日本選手権出場資格 獲得 

2018年度（4年目） 
• 全日本学生選手権チーム・ロード・タイムトライアル 9位 
• 全日本選手権個人ロードTT 16位 
• 全日本選手権ロードレース 出場 
• 全日本大学対抗選手権自転車競技大会（インカレ） 4kmTP 10位 

→ 4'28"804 東大記録 

トラック個人持ちタイム 
• 4kmIP：4'57"920 (2018 CSCトラック夏)→ A基準 

• 1kmTT：1’11″672 (2018 松本サイクルトラックレース)→ B基準

工学部機械工学科 4年
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平山大生

2016年度 
• 埼玉クリテリウム行田第3ラウンド クラス3 8位 

2017年度 
• 修善寺オープンロード クラス3 5位 ⇒クラス2に昇格 
• 白馬クリテリウム1日目 クラス2 10位 

2018年度 
• 三原山ヒルクライム クラス1+2 4位
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教育学部実践政策学コース 4年

J.I.C.F. Photo by F.Fukai
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長岡能活
経済学部 4年

2017年度 

・ロード 
岩手日報杯　7位 

学生選手権　TTT　9位 

・トラック 
JICF国際カップ　オムニアム　18位 

ウィンタートラック　オムニアム　13位 

4㎞IP 5,06,578（TRS第1戦） 

4㎞TP 4,38,40（JICF国際カップ） 

2018年度 

・ロード 
学生選手権　TTT　9位 

学生選手権　ITT　22位 

・トラック 
東日本選手権　ポイントレース　13位 

学生選手権　オムニアム　19位 

インカレ　4kmTP　4,28,804　10位 

　　　　　オムニアム　16位 

4kmIP　4,57,057（CSCトラック夏）



新谷佳史

2018年度 
• 2018年九州チャレンジロードレース(U23)７位 

→全日本選手権出場 
• 2018年度高石杯＠CSC 9位 

→来年度全日本選手権出場権獲得 
• 2018年度インカレトラック 4kmTP 4.28.804 
• 1kmTTベストタイム1.09.251 
• 4kmIPベストタイム4.59.597
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法学部 3年
主将
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岡野諒
工学部電気電子工学科 3年
副将

2017年度 
• TRS#1 ポイントレース クラス3 優勝 
• RCS#6 浮城のまち行田クリテ クラス3C 7位 

• ウィンタートラック第二戦 4kmIP 5’09″110  

• → B基準突破！ 

2018年度 
• TTT9位→クラス2昇格！ 
• インカレロード出場 
• インカレ4kmTP 10位（東大記録）



千葉将太

2018年度 
• RCS最終戦明治神宮外苑大学クリテリウム 

• グループ3B  3位 
• RCS第4戦白馬ラウンド2日目 

• クラス3A 2位　クラス2に昇格 
• Challenge The Izu Velodrome 

• 200mフライングタイムトライアル 11秒748
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工学部マテリアル工学科 3年

J.I.C.F. Photo by F.Fukai
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阪口慧
総合文化研究科 言語情報科学
博士課程3年

2017年度 

白馬クリテリウム 一日目 クラス3A 35位 

             
2018年度 

出場レースなし, 川島町クリテリウム出場予定



2018年度 
• RCS第6戦けいはんなサイクルロードレースクラス3   16位
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新田涼介
工学部機械工学科 4年
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松田理帆
法学部 4年

2018年度 
• 第86回 全日本自転車競技選手権大会ロードレース 

• 女子エリート 個人TT 9位 
• 女子エリート RR 出場



安西祥幸

2018年度 
• RCS第4戦白馬ラウンド 1日目クラス3 7位 
• RCS第6戦袋井ラウンド クラス3 3位
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工学系研究科 航空宇宙工学専攻 修士1年

J.I.C.F. Photo by F.Fukai
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山本晃裕
法学部第一類 4年

2018年度 
• JICF国際トラックカップ 1kmTT 1’13.722



木村颯希

2018年度 
• 全日本学生選手権チームタイムトライアル 9位（昇格！） 
• 高石杯 10位（全日本選手権出場権獲得！） 
• インカレロードレース出場
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前期教養学部 理科二類 2年
農学部農業資源経済学科内定
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木村響
前期教養学部 理科一類 2年
工学部機械工学科内定

2018年度 

• JICF国際トラックカップ 4km IP 5.11.411 →B基準 

• 全日本学生個人TT 普及の部 3位 →昇格！



依田淳之介

2018年度 
• TRS#4 4kmIP 5.11.179 
• 白馬クリテリウム 2日目 3C 7位
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前期教養学部 文科二類 2年
経済学部内定

J.I.C.F. Photo by F.Fukai



山田瑞季
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前期教養学部 文科二類 2年
工学部システム創成学科 内定
マネージャー・総務
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中西司
前期教養学部 文科二類 1年

2018年度 
• 六大学トラック オープン 1kmtt 1’24.40



坂野匠
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前期教養学部 理科一類  1年

J.I.C.F. Photo by F.Fukai

2018年度 
• RCS第6戦袋井ラウンド クラス3 8位 
• RCS第7戦行田ラウンド クラス3 3位



来年度目標 

全日本学生選手権チーム・ロード・タイムトライアル大会  

目標6位、最低限8位 

全日本学生選手権個人ロードレース大会 入賞  

目標完走複数人、最低限完走1人 

文部科学大臣杯 全日本大学対抗選手権自転車競技大会  

4kmチームパーシュート 入賞＆東大記録更新 

ロードレース  目標入賞、最低限完走 

 



今後のレース

全日本学生RCS第11戦 

全日本学生TRS第5戦 

全日本学生RCS第12戦  

全日本学生RCS最終戦 

埼玉ステージレース第2ラウンド @埼玉川島町小野見 

@伊豆ベロドローム 

埼玉ステージレース第3ラウンド @埼玉川島町役場  

第13回明治神宮外苑大学クリテリウム  

 

　 
1月13日 

1月20日　 

2月17日 

3月10日


