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Report - January 

◎1月の主な大会・イベント・その他活動 

1月2日〜5日 館山ロード合宿 

1月27日〜28日 Belgian International Track Meeting (UCI-Class1) 

 日頃よりご支援くださっているスポンサー企業の皆様をはじめ、多くの方々のお力を借
りながら、2018年もスタートすることができました。 
 昨年は、自分に課した目標だけが高く、日頃の取り組みが至らなかったため十分な成績
を得ることができませんでした。今一度、限られた時間の中で自分自身を見つめ直し、た
くさんの壁を乗り越えていく、そんな一年にして参りたいと思います。  
 年末の合宿から帰宅することなく、1月2日より茨城県選手の合同ロード合宿に参加しま
した。高校生の他に大学生や競輪選手などが一同に集まり、4日間で約750kmを走るとい
う持久力の向上を目的とし、今後の練習量の増加につながる素晴らしい練習ができました。 
 
 また、1月24日〜30日までベルギーへ遠征を行い、「Belgilian」というUCI-Class1の
大会に出場いたしました。ベルギーは自転車競技が国技とされるほど盛んな国で、レース
当日も各国からトラックワールドカップの常連選手など、ヨーロッパ圏を中心に有力選手
が集まりました。アジアで行われる大会よりも一段と速いスピードの中で展開され、有力
な選手が息つく間もなくアタックを繰り返す中、自分は走りの詰めの甘さやレース展開を
読む力が圧倒的に足らずに、順位を下げてしまいました。 
 目標であったマディソンでの上位入賞はかないませんでしたが、現地ベルギー選手とも
力で正面から勝負できる部分もあり、僅かばかりですが来年のワールドカップ出場に向け
たポイントも上乗せすることができました。 
 今回のような厳しいレースの中で、さらに上の順位を常に獲得するためには普段の練習
からの積み重ねなど、今よりさらに入念な準備が必要だと感じ、トレーニング計画にも修
正を加え、再度挑戦を続けていきます。 



◎今月のメディア・WEB・ニュース情報 
メディアの掲載はありませんが、ブログで今回の遠征について記事にしましたので、ぜひ
ご覧ください。 
http://blog.livedoor.jp/minori_shinmura/archives/29410151.html 

Report - February 
◎2月の主な大会・イベント・その他活動 

2月12日〜17日 鹿児島ロード合宿 

2月18日 HDPチャリティボウリング大会 

2月24日 ワンディ・トラックレース ウィンターシリーズ第3戦 

2月25日 ネッツトヨタ湘南プレゼンツ 大磯クリテリウム2017-18 第5戦 

 12〜17日にかけて、茨城国体に向けた強化合宿として、鹿児島県・鹿屋市にて合宿を行
いました。初日から降雪があり、時に過酷な天候にも見舞われましたが、鹿屋体育大学、
南大隅高校の各自転車競技部員にもご協力をいただきながら、日頃ではできない大人数で
の充実したトレーニングを実施することができました。 

  18日には、スポンサーである東京ピースライオンズ
クラブ主催のチャリティボウリング大会に、高田祐士
選手、高田千明選手、とともに招待していただきまし
た。 当日は日頃よりご支援くださっている東京ピース
ライオンズクラブの方々と、ボウリング競技でともに
汗を流しながら、一方でレーン別の得点を協力して他
チームと競い合うなど、普段とは違った競技でしたが、
疲れを忘れて、楽しむことができました。 
 心から感謝申し上げると共に、ご期待に沿えるよう
結果で恩返ししていきたいと思います。  

 24〜25日は、２日続けて関東近郊のレースに参加し、実戦に向けたレーススキルを身に
つけることを目標としました。 
 参加している以上、勝つことが望ましいのですが、周りの選手のレベルも高く、思うよ
うな順位が取れない中、競技中にも「レースが動くタイミング」をしっかり意識して、１
レースごとに振り返りを行い、体力面以外の自分に足りない部分を見つめ直しました。な
お、ネッツトヨタ湘南プレゼンツ、大磯クリテリウム2017-18、第5戦に参加し3位入賞す
ることができました。 



 2月末より、オーストラリアに遠征を行い、国外のさらに強い選手と一緒に走る機会が
あり、より一層自分を高めることができ、大変有意義な準備期間となる2月を過ごすこと
ができました。 

2月25日 
ネッツトヨタ湘南プレゼンツ 
大磯クリテリウム2017-18 第5戦 3位 

◎今月のメディア・WEB・ニュース情報 
ワンディ・トラックレース ウィンターシリーズ第3戦 大会結果 
https://goo.gl/2KGjyW 
 
ネッツトヨタ湘南プレゼンツ 大磯クリテリウム2017-18 第5戦 大会結果 
 http://walkride-cycling.info/result/oiso20180225.pdf 
 
大磯クリテリウム 公式レース動画（Youtube） 
https://youtu.be/v-Yq1M8_t1Q 

https://youtu.be/v-Yq1M8_t1Q
https://youtu.be/v-Yq1M8_t1Q
https://youtu.be/v-Yq1M8_t1Q


Report - March 

◎3月の主な大会・イベント・その他活動 

3月9日〜11日 ベンディゴインターナショナルマディソン 

3月27日〜29日 トラック中距離強化合宿（測定） 

 2月末より、「ベンディゴインターナショナルマディソ
ン大会」に出場するため、オーストラリア・ビクトリア州
の郊外にて、約二週間の合宿を行なっておりました。また、
上記大会以外にも、多くの草レースが頻繁に行われている
ため、同時期に遠征を行っていた、日本学生自転車競技連
盟所属の大学生数名と、現地の選手の協力も得て、レース
に同行をさせていただきました。 
 メインイベントである、マディソン大会への出場は今年
で三度目を迎え、依然として、世界トップレベルの選手が
集まる本大会では、今回も上位成績を収めるには至りませ
んでしたが、一緒に走った地元選手との事前の打ち合わせ
から、レース中の連携まで、様々な面で今までにないほど
上達をしてきたと実感することができました。 
 帰国後は、昨シーズンのアジア選手権などの代表選考から外れてしまっていた、トラッ
ク中距離ナショナルチームの測定合宿が行われました。招聘された選手の中では、比較的
いい結果を出すことができ、自分の中でもベストの走りをすることができたのは、年末年
始から続けてきていた、数度にわたる合宿の効果を発揮できたからだと思います。 
 新年度となりましたが、今回の測定の結果を含めて、今後はナショナルチームに合流す
ることを目指し、夏季のアジア競技大会を見据えて、国内外のレースや合宿を行っていき
たいと計画しております。今後とも、変わらぬご支援を賜りますよう、宜しくお願い申し
あげます。 
 
◎今月のメディア・WEB・ニュース情報 
ベンディゴインターナショナルマディソン 大会動画（Facebook） 
https://m.facebook.com/TrackCyclingOfficial/posts/10156271148012417 
 
◎４月の予定 
4月15日〜5月14日 中距離ナショナルチームスペイン遠征 



2018年4～6月度活動報告 新村 穣 

～ 海外遠征メンバー選抜 ～ 

Introduction 
 先月行われたトラック中距離ナショナルチームのテストの結果より遠征メンバー選ばれ
ました。スペイン・バレンシアで行われている強化合宿4月～5月中旬にかけて遠征し、帰
国後すぐに5月末から和歌山県、熊野へ遠征、6月には伊豆合宿、そしてアメリカ遠征と
ハードな日々が続きます。 
コンディションをしっかり整え、いい準備をして実のある遠征にしていきます。 



Report - April 
◎ 4月の主な大会・イベント・その他活動 
 
・4月15日～5月14日 中距離ナショナルチームスペイン遠征 
 
約1ヶ月間の滞在期間中には、普段よりも更に多い時間を自転車の上で過ごし、主に山岳
地帯を中心に、3～5時間のロード練習を行っています。久しぶりの代表チームでの活動で
すが、試合のような緊張感はあまりなく、リラックスができる中、時に集中した練習を行
い切磋琢磨して、苦しい練習を乗り越えていきます。 
1月～3月までの合宿や遠征に行ったおかげで、体力的に自信を持って合宿に参加すること
ができました。また、今回は海外遠征ではありますが、レースの予定はないので怪我なく、
以前よりも更に強くなって帰ってくることが目標です。また、予てよりマディソン種目の
強化と競技普及を行ってきておりましたが、この度、同じ日本自転車競技連盟強化指定選
手である小林泰正選手とペアを組み、今後は同じチームで国内外のレースなどに取り組ん
で行くことになりましたことを、この場を借りてご報告させていただきます。 
帰国の予定日まで、あと一週間となりましたが、再度気を引き締めて、1日1日の練習を大
切に取り組んでまいります。 

◎ 4月のメディア・WEB・ニュース情報 
 
トラック中距離日本代表合宿レポート（More cadence) 
https://morecadence.jp/keirin/12477 
 
小林選手加入について（当チームリリース） 
http://docs.wixstatic.com/ugd/172ca3_36f119ad1c1e4442a5ce8fb1c024e5c6.pdf 



◎ 5月のメディア・WEB・ニュース情報 
 
ツールド熊野レースレポート 
（チームユーラシアブログ) 
http://teameurasia.hatenablog.com 
 
ツールド熊野レース結果（公式ホームページ） 
http://www.nspk.net/tdk/uci-22/cat90/ 

5月31日～6月3日 ツール・ド・熊野（UCI2.2） 

4日間 総合タイム     位 / 109名中 35 

Report - May 

1ヶ月間のスペイン遠征を終え、帰国後も怪我なくトレーニングを積み重ねることができ
ました。月末には和歌山県・新宮市で開催されたツールド熊野にも出場いたしました。本
大会はUCI(国際自転車競技連合）公認の国際ステージ・ロードレースで、出場権を得られ
た19チーム109名の選手が、プロローグから第３ステージまでの計４日間のタイム差を競
うレースです。今回は２月のベルギー遠征の際にお世話になった、チームユーラシア監督
の橋川様よりオファーをいただき、チームに所属する形で大会に参加する機会を得ました。 
 
レースは総合タイム35位でフィニッシュ。大会４日間を通して国内外のトップ選手と走り
ながら自分の体力的なスキルアップやレース中の走り方などのマネジメントを吸収するこ
とに特に注力しました。もちろん、機会があればステージ優勝や表彰台も獲得したいと
思っておりましたが、普段のトラック競技とは違った、力だけでは一筋縄にいかない勝負
の世界に難しさと新しい発見や楽しみを見出すこともできました。 
 
レース直後にはなりますが、今はナショナルチームの合宿に合流しており、今夏に行われ
るアジア大会に向けたトレーニングを重ねております。今月も合宿・遠征と、息つく間も
ありませんが、代表メンバーとともに充実した練習環境のもと、精一杯取り組んでまいり
ます。 

◎ 5月の主な大会・イベント・その他活動 



◎ 6月の主な大会・イベント・その他活動 

6月4日～18日 トラック中距離ナショナルチーム合宿 

6月19日～7月3日 トラック中距離ナショナルチームアメリカ遠征 

6月はナショナルチームトラック中距離の合宿とアメリカ
遠征を行いました。オリンピック会場である伊豆ベロド
ロームを拠点に、久しぶりのトラック練習やコーチより
決められたメニューや時間のロード練習を集まったメン
バー全員で取り組みました。また、今回の合宿より中距
離チームにもストレングスコーチが来てくださり、今ま
でとは少し異なる、自転車選手向けのトレーニングメ
ニューを用意してくださいました。 
 
アメリカ遠征では、Tour of America’s Dairylandという、
クリテリウムシリーズにナショナルチームから参加いた
しました。一般道路を規制し、一周1kmほどのコースを
90分間、周回して競うクリテリウムレースを11日間走る
という、日本にはない過酷なレースでした。途中、転倒
を避けきれずに巻き込まれたり、追突にあい、乗ってい
た自転車が壊れてしまうなどのトラブルもありましたが、
厳しい環境に身を置くことで得られたものもたくさん
あったと感じております。 
 
引き続き、7月にはジャパントラックカップなどのレース
があり、8月にはアジア大会も予定されておりますので、
更にコンディションを合わせていきたいと思います。 

Report - June 

◎ 6月のメディア・WEB・ニュース情報 
 
Tour of America’s Dairyland 公式ホームページ（リザルト） 
https://www.tourofamericasdairyland.com 
 
fox6now.com(現地テレビ局のインタビュー） 
https://fox6now.com/2018/06/20/japanese-cycling-team-prepares-to-compete-in-wisconsins-tour-
of-americasdairyland/ 



● 7月の主な大会・イベント・その他活動 
・7月6日～8日 ジャパントラックカップ 
・7月9日～8月21日 トラック中距離ナショナルチーム合宿 
 
 7月6日から8日まで、静岡県・伊豆ベロドロームに於いて行われたジャパントラック
カップI / IIの二大会に出場してきました。本大会は、10月より始まる2018-2019シーズ
ンのトラックワールドカップ出場に向けたポイント獲得のための国際大会であり、国内の
みならず、オリンピック会場の視察も兼ねて、海外からも多くの選手が集まり、チームメ
イトの小林泰正選手（競輪選手＝群馬113期）とともにマディソン・オムニアムの種目に
参加いたしました。 

●7月のメディア・WEB・ニュース情報 
ジャパントラックカップ レースレポート（More cadence) 
https://morecadence.jp/keirin/15950 
 
アメリカ遠征 フォトレポート（More cadence） 
https://morecadence.jp/keirin/16866 

 アメリカ遠征を終えて、久しぶりの公式戦ということも
あり、自分の現在の実力が世界チャンピオンであるオース
トラリア選手や、ワールドカップでの優勝経験のある香港
選手に対して、どれくらい通用するのか、挑戦する気持ち
で大会に臨みました。また、小林選手とは、昨年のアジア
選手権でペアを組んで走った経験もあり、どんな場面に
なっても、臨機応変に対応できる自信もありました。 
 そんな中、レースは一週目に起きたパンクの事故に巻き
込まれてしまい、転倒した選手を避けることができずに乗
り上げて、後頭部から地面に落下してしまいました。怪我
は軽傷だったため、壊れた車輪とヘルメットの交換を行い
レースに復帰しましたが、その後も強力な選手の展開に乗
り遅れるばかりで、得点を獲得することができないまま6
位でのフィニッシュをし、脳震盪の影響もあり、翌日以降
のレースも全て棄権することとなりました。 
 現在は、病院でのMRIやCTなどの精密検査や、医科学スタッフのリハビリについてのア
ドバイスを経て、通常通りのトレーニングを再開できています。 
 レースを観ていた方にはたくさんのご心配をおかけしましたが、不本意なレース結果を
次の舞台で挽回できるように、今まで以上に厳しい練習にも取り組んで行くつもりです。 
 また、しばらくはレースを走る機会こそありませんが、普段の練習風景や合宿での生活
など、些細なことではありますがTwitterやインスタグラムなどの各種SNSでご覧いただ
けましたら幸いです。 

Report - July 



Report - August 
●8月の主な大会・イベント・その他活動 
・7月9日～8月21日 トラック中距離ナショナルチーム合宿 
・8月30日～9月4日 松本トラック合宿 
 
 中距離ナショナルチームにイアンコーチが就任した新体制になってから、初めての「全
日本自転車競技選手権大会トラックレース」が9月8日～9日に伊豆ベロドロームにて行わ
れます。 
 4年に一度のアジア競技大会への出場が叶わなかったことは、アジア出身の選手として、
一つの目標としていただけにとても残念でしたが、落胆をする暇もなく合宿は続いていき、
合宿後もトレーニングメニューを継続して取り組む事ができたのは、自分にとってプラス
に繋がったのではないかと思えるようになってきました。 
 前回の「ジャパントラックカップ」では、練習の成果を発揮するつもりが、アクシデン
トに巻き込まれ本来の力を発揮する事ができず、悔しさを抑えきれずに気持ちが沈んでい
る事も多かったので、また、こうしてレースのスタートラインを迎えられることに感謝し
ています。携わっていただいたチームの方々、特に医科学スタッフのサポートなしにはこ
んなに早く戻ってくることはできませんでした。 
 年に一度、トラックレースの各種目の日本一を決める大会に向けて、ケガは全快しまし
た！直前にも関わらず、厳しいトレーニングメニューが課せられていたおかげで、コン
ディションも全開とはいきませんが、10月から始まるトラックシーズンの前哨戦として、
去年までとは違う走りでレースを展開していきたいと思います。 

大会情報など、自転車競技連盟やチームからの情報発信でご確認いただけました幸いです。 
JCF（日本自転車競技連盟）https://twitter.com/JCF_cycling 

https://twitter.com/JCF_cycling


Report - September 

9月8～9日 全日本自転車競技選手権大会トラックレース 
スクラッチ・マディソン 準優勝 

・9月15日～17日 取手競輪場合宿 
・9月25日～29日 国民体育大会自転車競技会 
 
 9月8～9日に行われた全日本選手権では、スクラッチが2位、マディソンも2位と日本一
のタイトルを獲得することができませんでした。怪我の影響はないものの、体力不足だけ
でなく、レースに出場する機会が少なくなってしまい、展開をうまく立ち回ることができ
なかったことも敗因でした。 

●9月の主な大会・イベント・その他活動 

その後は、オフシーズン最後のトレーニングメニューと月末に開催される国民体育大会に
向けてのトレーニングを並行して行いました。福井国体でも、昨年に引き続き連覇が期待
されたスクラッチ種目では下位に沈んでしまい、チームスプリント8位、個人ロードレー
ス7位入賞のみの結果となってしまいました。疲労が抜けない中でのレースでコンディ
ションを完全に崩してしまっていましたが、今は耐えるべき時なのだと信じて、失敗の経
験を次に活かせるように、原因やその時考えていたことをリストアップしています。 

出場機会の少ないレースの場で優勝から遠ざかって
しまい、歯がゆい思いもありますが、自分自身に
しっかりとした課題を与え続けて、10月より始まる
ワールドカップ、アジア選手権、世界選手権のト
ラックシーズンを戦える力を身につけていきます。 



Report - October

10月6日から7日に行われた全日本オムニアムはレース参加者数が年々増加しています。
そんな中、３組に分かれた予選を順当に勝ち上がることができ、本戦へと進むことができ
ましたが、特にエントリー数の多いチームブリヂストン勢にレースの主導権を握られてし
まい、残念ながら他のナショナルチーム選手を相手に一矢報いることができませんでした。

その後、月末に控えるナショナルチーム合宿、カナダワールドカップ遠征をターゲットに
今シーズンで初めてトレーニング量を減らすなどのコンディショニングを行いました。

約2年ぶりのワールドカップでは、チームパーシュートを遠征選手の5名中4名が走ること
になっていましたが、力不足で予選での補欠起用に至らず、出走メンバー入りは叶いませ
んでした。２日間で最大３回のラウンドがあるチームパーシュートでは、出走選手の疲労
の度合いを軽減するためにラウンド毎のメンバー交代が認められており、翌日以降のラウ
ンドに勝ち進むことができれば自身にも出走の可能性があったものの、日本は初戦で敗退
してしまい、2年ぶりのW杯への復帰とはなりませんでした。

年内の予定されている国際大会出場はなくなり、新年のワールドカップ後半戦や大陸選手
権、シーズン最後の世界選手権へと目標を移し、短期間ではありますが、今ままでのト
レーニングで培った土台をもとに、さらなるステップアップを目指します。

●トラックワールドカップ第2戦特集およびレポート記事
https://morecadence.jp/keirin/21729
https://morecadence.jp/keirin/21827
https://morecadence.jp/keirin/21893

◎主な大会・イベント・その他活動

10月6日～7日 全日本自転車競技選手権大会オムニアム

10月8日～21日 トラック中距離ナショナルチーム合宿

10月22日～30日 UCI トラックワールドカップ第２戦・カナダ

https://morecadence.jp/keirin/21729
https://morecadence.jp/keirin/21827
https://morecadence.jp/keirin/21893


Report - November

トラック中距離ナショナルチームとして年内最後の国内キャンプが行われました。チーム
の方針で、年始に予定されているアジア選手権やワールドカップの後半戦に向けてのト
レーニング期に充てることが決まり、今までよりも高いトップスピードで走ることができ
るよう、経験したことのないほど高出力・高負荷の練習を繰り返し行いました。

また合宿直後の25日には昨シーズンも出場した、地元・神奈川県で行われているシリーズ
戦の大磯クリテリウムに出場いたしました。結果は6位と前回大会よりも順位を3つ下げて
しまいましたが、コースの難易度も上がり、また普段は多くの選手と走る機会が少ない中、
他選手との比較や自分の苦手分野への挑戦など、トレーニングの効果を含めて現状を確認
することができました。

12月中旬よりシーズン後半戦に向けた強化合宿がオーストラリアで行われる予定です。オ
リンピック出場に向けたポイントの獲得レースも既に始まっています。次のレースに向け
て1日1日の時間を大切に過ごしていき、期待通りの結果を手に入れられるよう、どんなに
苦しいトレーニングにも全力で取り組んでまいります。

●大磯クリテリウム大会レース動画（Youtube）
https://www.youtube.com/watch?v=JIb5gmErzzk

◎主な大会・イベント・その他活動

11月12日～24日 トラック中距離ナショナルチーム合宿

11月25日 ネッツ湘南プレゼンツ大磯クリテリウム第1戦

https://www.youtube.com/watch?v=JIb5gmErzzk


Report - December
◎主な大会・イベント・その他活動

12月16日～3月5日 トラック中距離ナショナルチームブリスベン合宿

12月は冷え込む日が続きましたが、今年最後の国内練習として拠点である茨城県や、静岡
県伊豆ベロドローム周辺の山々を登り、走りこむことに注力いたしました。
中旬よりオーストラリアのブリスベンにて合宿に入ってからは、短時間高強度のメニュー
や郊外にある真新しい自転車競技場を使ったトラック練習がメインとなり、1月に控える
アジア選手権・ワールドカップなどのレースを想定したトレーニングを行なっています。
今回も上記の大会の代表選手に選ばれませんでしたが、2月末より行われる世界選手権大
会に向け、代表メンバーが各大会から戻ってくるまでは１人でオーストラリアで合宿を行
うことになっております。
チームメイトの活躍を祈りながら、自分自身を見つめ直すいい機会とするために、次の
チャンスに向けて身体も気持ちも、より万全な状態に仕上げていくことを目指します。

最後になりましたが、2019年も変わらぬご支援のほど、よろしくお願いいたします。
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