
実施日 曜日 内容 備考

4月  6日 日 関西ＢＭＸ競技連盟（ＫＢＵ）シリーズ戦　第1戦 雨天により中止

5月  4日 日
全日本ＢＭＸ連盟シリーズ戦 第1戦（ＫＢＵシリーズ戦第2
戦）

参加人数160名　　来場者382名

5月  5日 月
全日本ＢＭＸ連盟シリーズ戦 第2戦（ＫＢＵシリーズ戦第3
戦）

参加人数159名　　来場者376名

6月  8日 日 関西ＢＭＸ競技連盟（ＫＢＵ）シリーズ戦　第4戦 参加人数 34名    来場者 61名

7月 13日 日 関西ＢＭＸ競技連盟（ＫＢＵ）シリーズ戦　第5戦 雨天により中止

8月  3日 日 関西ＢＭＸ競技連盟（ＫＢＵ）シリーズ戦　第6戦 雨天により中止

2月 18日 日 関西ＢＭＸ競技連盟（ＫＢＵ）ウィンターシリーズ戦　第1戦 雨天により中止

3月 15日 日 関西ＢＭＸ競技連盟（ＫＢＵ）ウィンターシリーズ戦　第2戦 参加人数 34名　  来場者 96名

実施日 曜日 内容 備考

6月 22日 日 関西トラックフェスタ第３戦（ピスト／ロード） 参加人数 110名　　京都・滋賀自転車競技連盟主催のトラックシリーズ戦

実施日 曜日 内容 備考

4月 27日 日 ステップアップ教室　　　　　　　（土井　昭　選手） 参加人数 　5名

6月 15日 日 ステップアップ（ビギナー）教室　（土井　昭　選手） 参加人数　10名　　ビギナークラスのステップアップ教室

7月 13日 日 ステップアップ（ビギナー）教室　（土井　昭　選手） 参加人数　19名　　ビギナークラスのステップアップ教室

8月 24日 日 ビギナー教室　　　　　　　　　　（土井　昭　選手） 参加人数　10名

8月 31日 日 ステップアップ教室　　　　　　　（土井　昭　選手） 参加人数　 5名

9月 28日 日 ステップアップ教室　　　　　　　（池上　泰地選手） 参加人数　 3名

1月 24日 土 「阪本章史選手のＢＭＸ教室」と「スポーツの為の食事学」 岸和田バンク内でのＢＭＸ教室と食事学の2部構成。　　参加者　15名/17名

実施日 曜日 内容 備考

27年　　3月27
日

金 熊取町スポーツ推進委員協議会（わくわくプレイランド） 参加人数　 3名  同伴者　 1名

実施日 曜日 内容 備考

4月 20日 日 岸和田バンク走行会 参加人数  56名

6月  8日 日 岸和田バンク走行会 参加人数  31名

8月  3日 日 岸和田バンク走行会 参加人数  32名

10月 26日 日 岸和田バンク走行会 参加人数  33名

1月 11日 日 岸和田バンク走行会 参加人数  33名

3月  3日 日 岸和田バンク走行会 参加人数  44名

　　①　ＢＭＸ教室

　Ⅱ．自転車の普及業務

《実施事業》

１．ＢＭＸ・自転車競技大会の誘致及び実施について

　Ⅰ．ＢＭＸ競技大会

27年

　Ⅱ．自転車競技大会

　　①　岸和田バンク走行会

２．ＢＭＸ並びに自転車の普及業務

    ②　ＢＭＸ体験走行会

27年

27年

　Ⅰ.ＢＭＸの普及業務



実施日 曜日 内容 備考

7月 20日 日 トラックミーテイングin岸和田
参加人数 10名 大阪府・大阪市自転車連盟主催の初心者向けバンク走行
会

実施日 曜日 内容 備考

5月 18日 日 クラブラン（サイクルマップ　④参照） 参加人数   7名　　　60km

5月 25日 日 クラブラン（サイクルマップ　③参照） 参加人数   7名      50km

6月  1日 日 クラブラン（サイクルマップ　①/④参照） 参加人数   7名    　36㎞／50km

6月 15日 日 クラブラン（サイクルマップ　①/④参照） 参加人数   7名　　　36km／50km

7月  6日 日 クラブラン（サイクルマップ　③参照） 参加人数   5名      50km

7月 27日 日 クラブラン（サイクルマップ　③参照） 参加人数   6名      74km

8月 17日 日 クラブラン（サイクルマップ　②参照） 参加人数   4名　  　50㎞

8月 31日 日 クラブラン（サイクルマップ　②参照） 参加人数   8名  　  48km

9月 28日 日 クラブラン　岸ノ浦港 参加人数   7名　　　40km

10月  9日 日 クラブラン（サイクルマップ　①参照） 参加人数   7名　　　36km

11月  2日 日 クラブラン（サイクルマップ　④参照） 参加人数   9名　　　50km

11月 23日 日 クラブラン（サイクルマップ　③参照） 参加人数   4名　　　82km

12月  7日 日 大阪岬町往復コース 参加人数   4名　　　71㎞/120㎞

12月 14日 日 クラブラン　岸ノ浦港 参加人数   5名　　　60km

1月  4日 日 堺浜クリテ会場往復コース 参加人数   8名　　　80km

1月 18日 日 クラブラン（サイクルマップ　①参照） 参加人数   9名　　　38km

1月 25日 日 クラブラン（サイクルマップ　④参照） 参加人数   7名　　　52km

2月  1日 日 クラブラン（サイクルマップ　①/②参照） 参加人数   7名　　　51km

2月 18日 日 クラブラン（サイクルマップ　①/②参照） 参加人数   9名　　　55km

3月  8日 日 クラブラン（サイクルマップ　①/②参照） 参加人数   9名　　　50km

実施日 曜日 内容 備考

4月  5日 土 ＮＨＫ名古屋放送局「ほっとイブニング」の取材協力 愛知県在住のＢＭＸライダー永禮美瑠選手の取材に協力しました。

5月  4日 日 「全日本ＢＭＸ連盟シリーズ戦」観戦ツアー 4月に行いましたイベント参加者の中から抽選で2組の方を招待しました。

5月4日～5日 日・月 ＢＳジャパン「グッドマザーズ」の取材協力 神奈川在住のＢＭＸライダー畠山紗英選手親子の取材に協力しました。

6月 22日 日 eo光テレビ「亀山つとむの関西スポーツ王国」の取材協力 吹田市在住の池上兄弟（池上悠斗・泰地）選手の取材に協力しました。

6月 29日 日 社会福祉法人青葉仁会「グリーンフェスタ」に参加 日本競輪選手会大阪支部の協力により職員と参加しました。

7月  9日 水 eo光テレビ「亀山つとむの関西スポーツ王国」の取材協力 吹田市在住の池上兄弟（池上悠斗・泰地）選手の取材に協力しました。

7月 12日 土 石巻「子ども劇場」へランバイクを寄贈
昨年、山口幸二氏からの寄付金によりランバイク5台を購入。関西サイクルス
ポーツセンターからの紹介。

7月 29日 火 岸和田市長を表敬訪問
今年の全日本ＢＭＸ選手権大会優勝の報告を西村寧々花選手が関係者と共に表
敬訪問しました。

7月 30日 日 韓国チームがサイクルピア岸和田ＢＭＸに来場
阪本章史選手が指導する事となった韓国チーム（第1団）11名が来場、アジア
大会に向けての練習を行いました。

8月 13日 水 米田貴志市議会議員と岸和田広報が来場
サイクルピア岸和田ＢＭＸコースと韓国チーム（第2団）12名の取材に協力し
ました。

8月 26日 火 「夕涼み会」
日本競輪選手会大阪支部と弘報舘が実施しましたローラーイベントに協力しま
した。

9月 15日 月 岸和田競輪場周辺の美化活動
日本競輪選手会大阪支部の協力で清掃作業を行い3袋分のゴミを回収しまし
た。

9月 28日 日 クラブハウスの看板作成を開始 府道側に「ＢＭＸ］「カフェ」「ショップ」の看板を作成開始。

10月　7日 火 岸和田市役所「市民活動パネル展」
岸和田市役所のパネル展に参加、サイクルピア岸和田ＢＭＸコースとドゥー
ルースの活動ＰＲを行いました。

　　②　トラックミーテイング

　　③　クラブラン

３．広報活動

27年



10月　26日 日 ケイリン１着当てクイズ 参加者13名、バンク走行会とクラブハウスで実施。

11月　2日 日 「いずみ音楽祭」　スピード対決！自転車足自慢大会
和泉府中駅前商店街のイベントで競輪グランプリ2014のＰＲ活動を行いまし
た。

11月　9日 日
「えぇ！きまえ市&どんチャカフェスタ」
スピード対決！自転車足自慢大会

岸和田駅前通商店街のイベントで競輪グランプリ2014のＰＲ活動を行いまし
た。

12月　18日 木 ケイリン１着当てクイズ
18日（木）から21日（日）まで競輪グランプリ2014の1着を予想、参加者19
名。

2月　4日～5日 木・金 SPEEDチャンネル「吉岡稔真すばらしき競輪」取材 古性優作選手の取材に協力しました。

2月 27日 金 朝日放送「おはよう朝日です」取材 阪本章史選手が協力してレポーターに体験取材して頂きました。

実施日 曜日 内容 備考

4月  6日 日 「スピード対決！自転車足自慢大会」　岸和田駅前通商店街 「えぇ！きまえ市&どんチャカフェスタ」　150名

4月 27日 日 第5回ドゥールース記録会「阪本章史杯～ＧＡＮＣＵＰ～」 参加人数　70名　来場者人数184名

5月　3日 土 ランバイク試乗会＆ランバイクタイムトライアル（岸和田バンク場内）参加人数　25名

6月  1日 日 「スピード対決！自転車足自慢大会」　岸和田駅前通商店街 「えぇ！きまえ市＆南大阪フェスタ」　　 87名

6月 22日 日 第6回ドゥールース記録会「阪本章史杯～ＧＡＮＣＵＰ～」 参加人数　62名　来場者人数161名

7月 20日 日 第7回ドゥールース記録会「阪本章史杯～ＧＡＮＣＵＰ～」 参加人数　32名　来場者人数138名

10月 19日 土 ミニ運動会（サイクルピア岸和田ＢＭＸ場内）　 参加人数　26名　　

11月　2日 日 「スピード対決！自転車足自慢大会」　和泉府中駅前商店街 「いずみ音楽祭」　99名

11月　9日 日 「スピード対決！自転車足自慢大会」　岸和田駅前通商店街 「えぇ！きまえ市&どんチャカフェスタ」　154名

11月 21日 金 天神山幼稚園（ランバイク試乗会＆交通マナー「安全」教室） 園児　35名

11月 28日 金 大芝幼稚園　（ランバイク試乗会＆交通マナー「安全」教室） 園児　79名

12月 30日 火 ふるまいコーヒー（岸和田バンク場内） 早朝から来場された競輪ファンにコーヒーのサービスを実施。

2月 20日 金 東光幼稚園　（ランバイク試乗会＆交通マナー「安全」教室） 園児　42名

2月26日/27日 木/金 競輪初心者セミナー（特別観覧席・応接室） 講師を招いてセミナーを実施。

3月  2日 月
春木カトリック幼稚園（サイクルピア岸和田ＢＭＸコースへ来
場）

園児　94名（年長）

3月 18日 水
春木カトリック幼稚園（ランバイク試乗会＆交通マナー「安
全」教室）

園児 203名（年中・年少）

3月 22日 日 第8回ドゥールース記録会「阪本章史杯～ＧＡＮＣＵＰ～」 参加人数　74名　来場者人数184名

3月 29日 日 堺浜クリテ　イベント
ランバイク、自転車乗り方(初心者）教室、ＢＭＸ体験を実施予定が雨天のた
め縮小。　参加者5名、初心者教室は中止。

実施日 曜日 内容 備考

10月11日/12日 土/日 関西トラックフェスタ（京都向日町競輪） 参加人数  4名

11月29日 土 ＪＧＲＥＥＮ　Ｓａｋａｉ３Ｈナイターエンデューロ 2チーム（参加人数6名）

12月 7日 日 関西クリテリウム岬(大阪府岬町） 参加人数　1名

12月21日 日 堺浜クリテトライアルレース＃1 参加人数　7名（スタッフ含む）

1月17日 日 堺浜クリテトライアルレース＃2 参加人数 10名（スタッフ含む）

2月22日 日 堺浜クリテトライアルレース＃3 参加人数　8名（スタッフ含む）

3月29日 日 堺浜クリテ 参加人数　8名（スタッフ含む）

　トラック・ロードレース参加大会名

27年

27年

５．その他の特定非営利活動

27年


