
●選手紹介（順不同）

■サイクルサッカー男子

■サイクルフィギュア男子

●式次第

開 会 式

1. 選手整列

2. 挨拶

表彰式／閉会式

1. 選手整列

2. 成績発表・表彰

3. 挨拶

4. 閉会宣言

5. 記念撮影

チームマツヨシ 都築 勝巳 森 茂史

蔵前 時倉 宗大 藤田 洋介

たちかわCSC 1 田中 識史 平野 賢

たちかわCSC 2 安井 英己 山縣 智

東京工業大学 1 増田 翔 市橋 啓太

東京工業大学 2 池田 賢 番場 崇

東京工業大学 3 大塚 修平 羽田 優太

KU velo 松田 靖史 三神 信一郎

RSV OSAKA 1 村上 裕亮 高橋 祐馬

RSV OSAKA 2 岡嶋 紘次 南 拓磨

Starbicycle Osaka 田中勝也 西光拳人

立命館OB 清水 厚行 那須 誉之

立命館大学 清水 英次 北村 拓也

BIKOT 徳広 昇 石原 敬正

大阪大学 志岐 一輝 浦元 大雅

大阪経済大学 1 芝野 皓貴 平 滉輝

大阪経済大学 2 坂本 駿斗 増栄 貴弘

teamBRANDEX 梶谷 利治 森田 実

■サイクルサッカー女子

ウッドモック 木澤 佐椰茄 藤戸 木

ななっくす 小川奈々子 楠田悠賀

KRV 山下奈々 村林果奈

チームお茶大 高島優季 藤元彩花

■サイクルフィギュア 女子

中川 凱公 滋賀サイクルフィギュアクラブ BlueLakeAngels

近藤 菜月 京都産業大学

國久 結希乃 Japan Aviation High School Ishikawa

笹島菜花 滋賀サイクルフィギュアクラブ BlueLakeAngels

岡杏音 滋賀サイクルフィギュアクラブ BlueLakeAngels

久保かなえ 滋賀サイクルフィギュアクラブ BlueLakeAngels



●サイクルサッカー予選リーグ表

男子リーグ

<グループＡ>

チーム名 選手名 RSV OSAKA 1 東京工業大学 1 teamBRANDEX 勝ち点 得失点差 順位

RSV OSAKA 1
村上 裕亮

高橋 祐馬

東京工業大学 1
増田 翔

市橋 啓太

teamBRANDEX
梶谷 利治

森田 実

<グループＢ>

チーム名 選手名 BIKOT 蔵前 大阪大学 東京工業大学 3 勝ち点 得失点差 順位

BIKOT
徳広 昇

石原 敬正

蔵前
時倉 宗大

藤田 洋介

大阪大学
志岐 一輝

浦元 大雅

東京工業大学 3
大塚 修平

羽田 優太

<グループＣ>

チーム名 選手名 たちかわCSC 2 立命館OB KU velo 勝ち点 得失点差 順位

たちかわCSC 2
安井 英己

山縣 智

立命館OB
清水 厚行

那須 誉之

KU velo
松田 靖史

三神 信一郎

<グループD>

チーム名 選手名 Starbicycle Osaka たちかわCSC １ 立命館大学 大阪経済大学 1 勝ち点 得失点差 順位

Starbicycle Osaka
田中勝也

西光拳人

たちかわCSC １
田中 識史

平野 賢

立命館大学
清水 英次

北村 拓也

大阪経済大学 1
芝野 皓貴

平 滉輝

<グループE>

チーム名 選手名 チームマツヨシ RSV OSAKA 2 東京工業大学 2 大阪経済大学 2 勝ち点 得失点差 順位

チームマツヨシ
都築 勝巳

森 茂史

RSV OSAKA 2
岡嶋 紘次

南 拓磨

東京工業大学 2
池田 賢

番場 崇

大阪経済大学 2
坂本 駿斗

増栄 貴弘

女子リーグ

チーム名 選手名 ウッドモック KRV チームお茶大 ななっくす 勝ち点 得失点差 順位

ウッドモック
木澤 佐椰茄

藤戸 木

KRV
山下 奈々

村林 果奈

チームお茶大
高島 優季

藤元 彩花

ななっくす
小川 奈々子

楠田 悠賀



●試合進行表 2019 年 12 月 14 日（土）

開始 終了 Ａコート Ｂコート

9:00 10:00 会場設営

1 グループA,C 10:00 10:18 東京工業大学 1 teamBRANDEX 立命館OB KU velo

2 グループB 10:18 10:36 BIKOT 大阪大学 蔵前 東京工業大学 3

3 グループD 10:36 10:54 Starbicycle Osaka 立命館大学 たちかわCSC １ 大阪経済大学 1

4 グループE 10:54 11:12 チームマツヨシ 東京工業大学 2 RSV OSAKA 2 大阪経済大学 2

5 女子リーグ 11:12 11:30 ウッドモック チームお茶大 KRV ななっくす

6 サイクルフィギュア 11:30 12:00 サイクルフィギュア 練習 （男子） サイクルフィギュア 練習 （女子）

7 昼休み

8 13:00 13:10 開会式

9 グループA,C 13:15 13:33 RSV OSAKA 1 teamBRANDEX たちかわCSC 2 KU velo

10 グループB 13:33 13:51 BIKOT 東京工業大学 3 蔵前 大阪大学

11 グループD 13:51 14:09 Starbicycle Osaka 大阪経済大学 1 たちかわCSC １ 立命館大学

12 グループE 14:09 14:27 チームマツヨシ 大阪経済大学 2 RSV OSAKA 2 東京工業大学 2

13 女子リーグ 14:27 14:45 ウッドモック KRV チームお茶大 ななっくす

14 グループA,C 14:45 15:03 RSV OSAKA 1 東京工業大学 1 たちかわCSC 2 立命館OB

15 グループB 15:03 15:21 BIKOT 蔵前 大阪大学 東京工業大学 3

16 グループD 15:21 15:39 Starbicycle Osaka たちかわCSC １ 立命館大学 大阪経済大学 1

17 グループE 15:39 15:57 チームマツヨシ RSV OSAKA 2 東京工業大学 2 大阪経済大学 2

18 女子リーグ 15:57 16:15 ウッドモック ななっくす KRV チームお茶大

19 グループA,C 16:15 16:33 グループＡ ２位 グループＣ ２位 サイクルフィギュア 練習 （男子）

20 グループB,D,E 16:33 16:51 グループＢＤＥ ２位 グループＢＤＥ ２位 サイクルフィギュア 練習 （女子）

【大会進行規定（サイクルサッカー男子）】

◆参加18組を5ブロックに分け、総当り戦でのグループリーグを実施する。

◆各グループリーグ1位合計5組は決勝トーナメントに進出する。

◆ACグループの2位のチーム同士で直接対決を行い、勝利した１チームを決勝トーナメントに進出する。

◆BDEグループの2位の中で、勝ち点の１番多い１チームを決勝トーナメントに進出する。（勝ち点が同じ場合は、１位チームとの勝点が多い⇒得失点が少ないチーム）

◆BDEグループの2位の中で、勝ち点の2番目、３番目に多い２チームは、直接対決を行い、勝利した１チームを決勝トーナメントに進出する。

①各試合において勝者チームに勝ち点3を、引き分けで終わった試合は両チームに勝ち点1を与える。敗者チームには勝ち点は与えない。

②各リーグの全試合終了後の順位決定は、以下の順で決定する：勝ち点 ⇒ 得失点差 ⇒ 総得点

③上記②の方法で順位が確定しないチームが発生した場合は、当該チーム同士の試合結果により順位を決定する。

④上記③の方法でも順位が決定しない場合は、当該チームによる抽選にて順位を決定する。

【大会進行規定（サイクルサッカー女子）】

◆参加4組を総当り戦で実施する。

◆リーグ1位2位の2組は決勝戦に進出する。

①各試合において勝者チームに勝ち点3を、引き分けで終わった試合は両チームに勝ち点1を与える。敗者チームには勝ち点は与えない。

②各リーグの全試合終了後の順位決定は、以下の順で決定する：勝ち点 ⇒ 得失点差 ⇒ 総得点

③上記②の方法で順位が確定しないチームが発生した場合は、当該チーム同士の試合結果により順位を決定する。

④上記③の方法でも順位が決定しない場合は、当該チームによる抽選にて順位を決定する。



●試合進行表 2019 年 12 月 15 日（日）

開始 終了 Aコート Bコート

1 09:20 09:38 準々決勝 Ⅰ A-１位 : BDE-2位②

2 09:38 09:56 準々決勝 Ⅱ D-1位 : AC-2位

3 09:56 10:14 準々決勝 Ⅲ Ｃ-1位 : BDE-2位①

4 10:14 10:32 準々決勝 Ⅳ B-1位 : E-1位

5 10:32 10:50 順位決定戦 Ⅰの敗者 : Ⅲの敗者

6 10:50 11:08 順位決定戦 Ⅱの敗者 : Ⅳの敗者
サイクルフィギュア練習

7 11:08 11:26 準決勝 Ⅰの勝者 : Ⅱの勝者

8 11:26 11:44 準決勝 Ⅲの勝者 : Ⅳの勝者

9 11:44 13:00 昼休み

10 13:00 14:00 セレモニー（歴代優勝者）

11 14:00 14:20 7-8決定戦（男子） 男子サイクルサッカー７位決定戦

12 14:20 14:40 5-6決定戦（男子） 男子サイクルサッカー５位決定戦

13 14:40 15:10 AC 女子シングル決勝

14 15:10 15:25 AC 男子シングル決勝

15 15:25 15:45 3-4決定戦（男子） 男子サイクルサッカー３位決定戦

16 15:45 16:05 決勝戦（女子） 女子サイクルサッカー決勝

17 16:05 16:25 決勝戦（男子） 男子サイクルサッカー決勝

18 16:25 16:45 表彰式・閉会式

【サイクルサッカー決勝トーナメント規定】
サイクルサッカー各試合終了時に同点の場合、決勝戦のみ 5 分間の延長戦を行い、なお同点の場合は PK 戦により勝者を決定す
る。準決勝および 3 – 4 決定戦は延長戦は行わず、PK 戦により勝者を決定する。その他の試合は抽選にて勝者を決定する。


