
















（作成中）
ピシュガマン ジャイアントチーム（イラン） PISHGAMAN GIANT TEAM ／ PKY
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ツール・ド・北海道2015 出場チーム紹介　Participating Teams

2014年のUCIアジアツアーチームランキング2位。台湾を拠点とし、2002年設立の
Giant Asia Teamを引き継ぐアジア内で長い歴史と安定性を誇るコンチネンタルチー
ム。国際色豊かな選手構成で、自社開発製品で唯一無二のパフォーマンスを目指す。
RTS SANTIC RACING TEAM, 2nd place-team in UCI Asia Tour ranking in 2014, is the predecessor ot 
Giant Asia Team established in 2002. Although based in Taiwan, the team consists of international riders 
from all over the world. With the stability with the long-racing history and uniqueness of self-developed 
merchandises, the team will go for the best performance. 

日本の株式会社ＮＩＰＰＯがファーストネームスポンサーのイタリア籍のプロコンチネンタルチーム。
イタリア人、日本人、ルーマニア人、コロンビア人が所属し欧州、アジア地域をメインに幅広く活
動している。今年はプロコンチネンタルチーム昇格1季目にして、ＵＣＩグランツールの一つであるジ
ロ・デ・イタリアに出場。その他、株式会社NIPPOは、本場欧州での若手日本人選手の育成及び
日本のナショナルチームにも精力的な支援を行っている。
NIPPO-VINI FANTINI, with NIPPO as the main sponsor, has been showing the remarkable performance 
worldwide with international roaster based in Italy. The team has made the first appearance at one of 
the Grand Tours, "Giro de Italia" in its first season as the UCI Professional Continental Team while 
contributing to develop the young talented Japanese riders consistently.

チームバジェットフォークリフトは、2007年にオーストラリアのパースを拠点にジュニア育成チームとして結成以来、世界
中のUCI登録レースに参戦し、今や有数のUCIコンチネンタルチームに成長を遂げた。2015年は、チームにとって新た
な取り組みであるAustralian Track Endurance Programに沿った戦略的パートナーシップを結び、2016年リオオリン
ピックでの金メダルを目指しチーム強化を図る。2014シーズンにはツール・ド・北海道の個人総合優勝をはじめ、UCIアジ
アツアーの大会で好成績を収めている。
Team Budget Forklifts started in 2007 as a junior development team from Perth, Australia which has developed over the years in what has 
become a leading UCI Continental Team which competes throughout the world in UCI Oceania, Asian & North American Tours. 2015 marks a 
new chapter in the team history with a strategic partnership beginning alongside the Australian Track Endurance Program to assist in the goal 
of winning Gold in 2016 RIO Olympics in the Teams Pursuit. The team has had great success in the UCI Asia Tour with many stage victories, 
podiums and recently winning the overall at 2014 Tour de Hokkaido, 2014 Tour of Taihu Lake and 2014 Tour of Yancheng Costal Wetlands.

欧州を拠点に活動する登録1年目のUCIコンチネンタルチームです。登録はニュージランドとなり、全選手の平均年齢は
23歳（2015年1月1日付）となります。7カ国の選手が所属する多国籍チームです。若手を育成するチームの活動方針
に賛同していただいたメインスポンサーはグローバルに展開するカスタムウェアメーカー、「チャンピオンシステム」。日本か
らも「㈱NIPPO」、「IRCタイヤ 井上ゴム工業㈱」等の企業から協賛していただき、若手日本人選手の育成をサポートし
ていただいております。チームにはニュージランド個人TTチャンピオンのマイケル ビンク、アジアU23 個人ロードレースチ
ャンピオン 小石 祐馬、シクロクロスで世界ランキング16位のサッシャ ウェバーなどが所属しています。
Registered in New Zealand as UCI continental team for the first year, CCT p/b Champion System is a multinational team consisting of young 
riders from 7 counties and its average age is 23 years old. Under the concept of developing young talented riders, the team is supported by 
Champion System as the main sponsor. The team is also supported by NIPPO and IRC Tire for developing young Japanese riders. Michael Vink 
(New Zealand ITT champion), Yuma Koishi (U23 Road Champion) and Sascha Weber (the 16th Cyclo Cross world ranking) belong to the team.

2002年にクラブチームとしてイランに設立、2008年以来UCIコンチネンタルチームと
して登録。アジアを中心に圧倒的な力で好成績を出し続けており、UCI大陸別チーム
別・個人ランキングでこれまで毎年のように首位を独占している。
Tabriz Petrochemical Team had been established in 2002 as a club team in Iran and registered with UCI 
as continental team in 2008. The team has been overwhelming other teams in almost every tour they 
take part in Asia. They also has won the first places in UCI Annual Asia Tour Ranking both in teams and 
individual.

NIPPO-ヴィーニ ファンティーニ（イタリア） NIPPO-VINI FANTINI ／ NIP

RTS-サンティック レーシングチーム（チャイニーズタイペイ） RTS-SANTIC RACING TEAM ／ RTS

チーム バジェットフォークリフト（オーストラリア） TEAM BUDGET FORKLIFTS ／ BFL

タブリーズ ペトロケミカルチーム（イラン） TABRIZ PETROCHEMICAL TEAM ／ TPT

CCT P/B チャンピオンシステム（ニュージーランド） CCT P/B CHAMPION SYSTEM ／ CCT

平成27年 8月31日現在
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鹿屋体育大学 NATIONAL INSTITUTE OF FITNESS & SPORTS IN KANOYA

明治大学 MEIJI UNIVERSITY

法政大学 HOSEI UNIVERSITY

日本大学 NIHON UNIVERSITY

東京大学 THE UNIVERSITY OF TOKYO

南国鹿児島の温暖な気候と自然豊かな環境に恵まれ、さらに国立大学ならではの最先端の科
学トレーニングを導入して、最高の環境の中で世界を目指して日々精進しています。北海道はチ
ームの最高目標の大会ですが、2010年、2012年、2013年とステージ優勝者を出しています。
今回も総合上位を狙って積極的に走ります。
National Institute of Fitness & Sports in KANOYA has been seriously committed to achieve world level 
in the best environment, thanks to warm weather, abundant nature and scientifi c training system. Setting 
Tour de Hokkaido as the biggest goal, the team had won some stages in the past. The team will keep 
challenging to make agressive performance for the higher general classifi cation this year again.

2008年以来、7年ぶり5回目の出場となる明治大学のメンバーは、トラックレースもこな
すスピードのあるロードマンの小林、2014年ジュニアチャンピオンの松本、今春スペイン
で経験を積んできた河津、個人追い抜きを得意とする眞砂、ルーキーの野本とバランス
の取れたメンバーとなっております。チーム一丸となり総合成績上位を目指します。

It has been 7 years since Meiji Uniersity participated in Tour de Hokkaido. The team is ready 
to make better result in overall classifi cation as possible with well-balanced team members 
including rookie and experienced riders.

私たち法政大学自転車競技部は部員一丸魂で日々精進し支えてくださる皆様の支援の
おかげで走れることに感謝し精一杯頑張りたいと思います。

Hosei University is very motivated to do our best and express our appreciation to 
those give us support by making great performance.

昭和26年度に創部した部で、卒業生を490名以上輩出し、全国で50名以上の卒業生が高校
教諭として高校生の指導にあたっている。杉本部長（法学部教授）、水落副部長（文理学部教
授）のご指導のもと、本来個人スポーツである自転車競技をチームスポーツとして戦ってきている。
規則正しい合宿所生活・厳しい上下関係で鍛え育てられた学生は卒業後に社会人として各分野
で活躍している。
Nihon University Cycling team has produced more than 490 graduates since its foundation in 1951. The 
team philosophy trains not only physically also mentally, which helps them do great work in various fi elds 
as members of society even after their graduation.

1956年創部。チーム全員が自転車競技を大学から始めたものの、パワーメータを用いた科学的
な練習により着実に力をつけてきている。エースをつとめる浦は昨年度インカレロードでの4位入
賞や本年度全日本学生個人ロードレースでの優勝を成し遂げた。またチームとしても全日本学生
チームロードで7位入賞を果たすなど、着実に結果を残してきている。

The University of Tokyo has been steadily building up the strength since the foundation in 1956, by 
scientific training with power meter, even though most of the riders don't have cycling experience 
before. Top rider Ura won college road race championship this year and the team is making good results 
consistently as well. 


























































