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2017年5～6月度活動報告 新村穣

～ アジアの頂きへの挑戦 ～

Ｉntroduction

中学生から競技を始め、高校・大学と進み日本代表の強化選手まで成長した新村選手。メイ

ンとなる種目は、「マディソン」と「チームパシュート」からなる。

「マディソン」とは、二人一組(時折三人一組)のチーム複数によって競われるが、常に各

チームのうちの誰か一人の選手だけがレースに参加しているのが特徴である。定期的に各チー

ムは、「タッグ」によって選手交代を行う。この「タッグ」は走行を終える選手がこれから走

行を開始する選手と手をつないで手を引くことで、走行を終える選手が持つ運動量をできるだ

け次の選手に引き継ぐことで行われる。次の選手の腰を押しても良い。走行を終えた選手はそ

の後バンクの最上部に移動して次の出番までの間体力を回復させる。

一方で「チームパシュート」は、1チームの構成は3人か4人。距離は一般的に男子・女子とも

に4kmで、規定の距離を先に完走するか、または相手を追い抜いた側が勝者となる。3人目の自

転車の後輪がゴールした時点のタイムが記録される。

昨シーズンの成績に関しては、「マディソン」では、国内2連覇、アジアは第3位。「チーム

パシュート」では、ワールドカップ11位を達成。日本を代表する選手です。

目標は、2020年の東京オリンピックに出場し、メダル獲得です。

そのためには、まずアジアでトップになることが不可欠です。

皆さん、応援の程、宜しくお願い致します。



自転車競技について

自転車競技は、国際自転車競技連合（UCI）が管理する世界選手権種目の大きな括りとして、8種

目があるが、細分化により種目の中においてもUCIが管理していない競技がある。新村さんが取り組ん

でいるのは、トラックレースであり、角丸長方形で直線部に緩く曲線部に険しく内方へ横断勾配が付い

た専用走路で走力を競う競技である。

競技種目は非常に多く、1000m以内の距離をマッチレースで着順決勝する方式から、数万メートル

を多人数で同時に走り規定周回毎の発着線通過順で獲得する得点合計で決勝する方式まで多岐に

渡る。また、異なる種目を複合し合計成績で決勝する方式もある。

使用できる自転車は後輪が固定ギアに限定され、制動装置及び変速機構は禁止されている。

Schedule

●2017年スケジュール

5月21日 第6回JBCF 堺クリテリウム

5月26日～28日 全日本選手権自転車競技大会－トラック

5月28日 自転車月間 第6回 JBCF 大井埠頭ロードレース

6月2日～5日 ドイツ遠征

6月23日～25日 全日本選手権自転車競技大会－ロード･タイムトライアル、ロードレース

7月7日～9日 ジャパントラックカップ I、ジャパントラックカップ II

7月15日～16日 JICFインターナショナルトラックカップ

7月22日～23日 関西トラックフェスタ

7月未定 茨城県自転車競技選手権大会

8月未定 JBCF 東日本トラック

湾岸クリテリウム

8月19日～20日 シマノ鈴鹿国際ロード

8月24日～26日 全国都道府県対抗自転車競技大会

9月10日 JBCF 全日本トラックチャンピオンシップ

10月1日～5日 国民体育大会自転車競技

10月未定 ジャパン･カップ･サイクルロードレース

2016-2017 UCIトラックワールドカップ

10月28日～29日 第3回 JBCF 南魚沼ロード&タイムトライアル、ロードレース

11月4日 第2回 JBCF 幕張新都心クリテリウム

11月18日～19日 全日本選手権自転車競技大会－オムニアム／マスターズ

12月未定 行田クリテリウム

全日本選手権自転車競技大会－シクロクロス

豪州遠征



Report ～May～

【5月度 イベント】

• TORIPI茨城県トラック自転車競技大会

• 第86回全日本自転車競技選手権大会 トラック・レース

• 国立スポーツ科学センター体力測定

• 茨城県議会国体・障害者スポーツ大会推進調査特別委員会

宮城県・大和町総合運動公園で行われた「第86回

全日本自転車競技選手権大会 トラック・レース」

へ参加してまいりました。今大会は、トラックレース

各種目の日本一を決める最も大きなレースであり、

国内からトップ選手が多く集まるなか、昨年度から

続いているマディソン種目の連覇を最大目標に、

エントリーできる上限の４種目に臨みました。

大会期間中は連日冷たい雨の中で競技が行わ

れ、コンディショニングが整わずトレーニングの成果

をうまく発揮することができなかった結果、他の選手

に遅れを取ってしまい、優勝はおろか表彰台にも届

かずレースを終える事になりました。



●今月のメディア・WEB・ニュース情報

・TORIPI茨城県トラック自転車競技大会 リザルト

https://ibaraki-cf.jimdo.com/app/download/6971900454/リザルト.pdf?t=1494455474

・第86回全日本自転車競技選手権大会 トラック・レース リザルト

http://nationalchampionships-track.com/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=324

・第86回全日本自転車競技選手権大会 トラック・レース フォトレポート掲載

http://d.hatena.ne.jp/cyclistfan/20170527/p1

レースの中で掴めた手応えと、今後の改善

点をより明確にするため、レース後に国立ス

ポーツ科学センターを利用し、血中乳酸カー

ブデータの測定などを行いました。データを参

考に、体力の向上や不足点の修正、自分の長

所を活かしたレース運びができる戦術を考え、

さらに上のレベルで走ることのできるよう７月まで

のトレーニングメニューを見直しました。

まだまだ、冬のシーズンに向けての体力づく

りの期間は続きますが、怪我や故障を含めた

体調管理には細心の注意を払って練習に取り

組んでいきたいと思います。

応援のほどよろしくお願いいたします。

Report ～June～

【6月度 イベント】

• TORIPI茨城県民総合体育大会トラック自転車競技記録会

• 第21回全日本選手権個人タイム・トライアル・ロード・レース大会

• 第86回全日本自転車競技選手権大会 ロード・レース

• Japan Track Cup I/II

6/23-6/25まで全日本選手権タイムトライアル・ロードレースに参加するため青森県階上町に行ってまい

りました。ロードレースの日本一を決める大会では、長距離のアップダウンが繰り返し続くコースに苦しみ、

途中棄権となりましたが、個人タイムトライアルでは昨年より順位を一つ上げ16位でゴールすることができ

ました。こちらは専門種目ではありませんが、課題の克服のためにも積極的に大会に参加をし、どんなレー

スでも対応できる体力を身につけられるようにするため、引き続き取り組んでまいります。
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マディソン種目での日本人初のオリンピック出場を目指し、これからも日々の練習に取り組んでま

いります。今後とも応援のほど宜しくお願い申し上げます。

Report ～July～

7/7-7/9までは静岡県伊豆市にてJapan Track Cupが行われ、強豪国のトップ選手を招いての国

際大会が行われました。大会初日に行われたマディソンでは自身の経験量からも自信を持ってレー

スに臨むことができ、優勝こそできませんでしたが国際大会では初の2位を獲得することができました。

マディソンは6月より2020東京オリンピックの正式種目となり、今大会でもたくさんの方が会場へ足を

運び、新種目を見にきてくださりました。



Report ～August～

8月16日から21日まで、ドイツへトラックレースの

遠征を行なっていました。大会当日は雨天のため

レースが途中キャンセルになり、目標としていた

「W杯出場に向けたポイントの獲得」はできません

でしたが、帯同者のいない遠征でも、順調に現地

で対応をすることができ、その他のレースでの経

験も今後の成長の糧にして行きたいと思いました。

帰国直後は、茨城県代表選手として都道府県対

抗大会に出場いたしました。昨年は2位だった1km

タイムトライアルでも優勝をすることができ、怪我

の影響もあり途中棄権となってしまったロードレー

スでも、スタートからの逃げ集団に乗り、常に攻め

の走りをすることが出来ました。合宿や遠征等、充

実した日々を過ごせていることに感謝をし、これか

らもより一層精進してまいります。

●今月のメディア・WEB・ニュース情報

• 都道府県対抗大会 リザルト

http://jcf.or.jp/wp2012/wp-content/uploads/downloads/2017/08/FUKUI_COM1-62.pdf

• 都道府県対抗大会 cyclowired記事掲載

http://www.cyclowired.jp/news/node/242412

http://www.cyclowired.jp/news/node/242269

• 1001 runde photo flickr

https://www.flickr.com/photos/144355510@N05/sets/72157685381996623/

http://jcf.or.jp/wp2012/wp-content/uploads/downloads/2017/08/FUKUI_COM1-62.pdf
http://www.cyclowired.jp/news/node/242412
http://www.cyclowired.jp/news/node/242269
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Report ～September～

【9月度 イベント】

9月10日に行われました全日本トラックチャンピオンシップでは、エントリーした２種目（スクラッチ・

4kmインディヴィデュアルパーシュート）で優勝をすることができましたが、大会記録の更新には至ら

ず、課題も残るレース内容となりました。

◎メディア・WEB・ニュース情報

• JBCF全日本トラックチャンピオンシップ リザルト

http://www.jbcf.or.jp/images/2017/09/2017TRACK_result.pdf

• JBCF全日本トラックチャンピオンシップ レポート掲載

http://www.jbcf.or.jp/races/20170910_id=14564#5

◎10月の予定

・愛媛国体

http://www.jbcf.or.jp/images/2017/09/2017TRACK_result.pdf
http://www.jbcf.or.jp/races/20170910_id=14564#5


2017年10～12月度活動報告 新村穣 

～ アジアの頂きへの挑戦 ～ 

Ｉntroduction 
 自転車競技は、意外にも冬がメインシーズンでこれからが本番と言えます。大会や合宿、遠

征も増えてきますが、コンディションを整え最高の結果が出せるように、努力していきます。 

応援宜しくお願いします。 

1. 10月の主な大会・イベント・その他活動 

  Track Party 2017 in Izu Velodrome 

 

2. 大会・イベント・その他活動のエピソード 

 10月より、ナショナルチームに新コーチが赴任したことから、合宿が以前よりも頻度・日数

共に多くなり、レースの出場等はできておりませんが、一方で、強化合宿において充実したト

レーニングを送ることができています。 

今シーズンはまず2月にマレーシア・クアラルンプールで行われるアジア選手権で優勝すること

を目標に、W杯の出場や、海外での合宿を予定しております。 

Report ～ October ～ 



そんな中、10/14にはJKA主催「Track Party 2017 in Izu Velodrome」 

に出場選手として招待され、日本では初の試みであるトラックレースとエンターテイメントを

掛け合わせたイベントで走る機会をいただきました。 

海外ではすでにこのようなイベントレースが盛んに行われ、日本におけるプロ野球のナイター

試合のように見て楽しめる文化として定着もされています。 

 

また、来月18～19日にはオリンピック種目である「オムニアム」の全日本選手権が行われ、会

場となる伊豆ベロドロームは天候に左右されない国内唯一の屋内競技場です。 

トラックパーティー 大会URL 

http://www.track-party.com 

 

トラックパーティー動画（youtube）   

https://www.youtube.com/watch?time_continue=644&v=9lFReeZA-RI 

 

トラックパーティー レースレポート（cyclowired） 

http://www.cyclowired.jp/lifenews/node/247022 

 

トラックパーティー レース写真（More cadence） 

https://morecadence.jp/bts/3475 

Report ～ November ～ 
◎11月の主な大会・イベント・その他活動 

全日本自転車競技選手権大会オムニアム 

http://www.track-party.com/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=644&v=9lFReeZA-RI
http://www.cyclowired.jp/lifenews/node/247022
https://morecadence.jp/bts/3475
https://morecadence.jp/bts/3475
https://morecadence.jp/bts/3475


11月18日～19日 
全日本自転車競技選手権大会オムニアム 

スクラッチ 6位 

テンポレース 6位 

エリミネイション 8位 

◎大会・イベント・その他活動のエピソード 

2017年最後のレースとなるオムニアムの全日本選手権が終わりました。4種目の順位による総合

得点で競い合うオムニアムでは、単純な力だけでなく、レースを自分の有利な展開にできるテ

クニックや、4種目を最後まで走りきれるだけの体力も必要となって来ます。今回の自分の走り

は表彰台にのぼることを目標としていましたが、最終種目のポイントレースで逆に他の選手に

遅れをとってしまい、総合順位も12位と昨年よりも下げる結果になりました。 

ポイントレース 総合12位 

トレーニングは以前よりもできて来ているので、結果がついてこないことに歯がゆい思いもあ

りますが、来年はより高い目標を掲げてレースに臨み、今年一つも獲ることができなかった全

日本のタイトルへも、また挑戦し続けて行きたいと思います。 

全日本オムニアム レース動画（youtube） 

https://www.youtube.com/watch?v=8wnIRM6Z7G0&feature=youtu.be 

 

全日本オムニアム レース写真（More cadence） 

https://morecadence.jp/keirin/5100/2 

https://morecadence.jp/keirin/5105/3 

https://www.youtube.com/watch?v=8wnIRM6Z7G0&feature=youtu.be
https://morecadence.jp/keirin/5100/2
https://morecadence.jp/keirin/5105/3
https://morecadence.jp/keirin/5105/3
https://morecadence.jp/keirin/5105/3


●12月の主な大会・イベント・その他活動 

   12/23-31 鹿児島ロード合宿 

 

●大会・イベント・その他活動のエピソード 

 12月は、年始以降のシーズン後半に向けたトレーニングに集中する期間として設定をし、国立スポーツ

科学センター（JISS)でのトレーニングサポートや、同じナショナルチームのメンバーである橋本選手（競輪

学校）とともに、鹿児島で乗り込み合宿を企画し、鹿屋体育大学自転車競技部、チームケンズのご協力

のもと、短い期間の中で集中したトレーニングを行うことができました。 

 若手の学生や、他種目の競技者とトレーニングができることは、とてもいい経験になり、常に新しい発見

を持ち帰ることができます。 

 

 年内の活動は全て終わり、新年も2日より合宿の予定がありますので、体調管理にも細心の注意を払い、

2018年の良いスタートを切れるよう取り組んでまいります。   

Report ～December～ 

先月行われた全日本選手権オムニアム大会写真（Photo: Itaru Mitsui) 
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