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【総監督 伊熊勇夫】
風が吹けば波が立つ。大波を起そうと大分国体に参加した。スタートは風が吹いた。成年のロードレースで大塚
潤選手が 7 位入賞。これは一人で黙々と練習に励んだ努力の結果。御園井選手は自己最高タイムを出した。やれ
ば出来る事を示してくれた。その他の選手も頑張ってくれたが結果は出せなかった。今後、選手は自分の目標を
掲げそれに向かって一層、切磋琢磨して欲しい。競技においては競り合いに弱さを見せた。これを克服するには
スプリント力をつけレースの場数を踏む事が必要になる。選手は色々な大会にチャレンジし国体の経験、悔しい
思いを次の場に生かしてもらいたい。尚結果についてスタッフ一同、大いに反省するところです。最後に応援し
てくれた御家族や皆さん有難う御座いました。
【成年監督 帯金章太郎（星陵高・教）
】
全般的に経験不足、実力不足を痛感した大会でした。特にトラック種目に関して、予選を突破できたのが少年・
成年を合わせて２名という結果は監督として責任を感じています。しかし、その中で成年の大塚君がロードで７
位に入賞したため、「得点をあげる」という最低目標はクリアできたと思います。（今後に関して）県全体のレベ
ルアップのため合同強化合宿の実施。団体種目についてはメンバーの選考後の強化合宿の実施。以上、日程及び
経費等いろいろ大変ですが、課題として上げさせてもらいます。
【少年監督 山本明弘（興誠高・教）】
大分国体への応援ありがとうございました。今回の国体の結果は、ロードで大塚潤選手が、最後まで粘って７位
入賞とさい先のよいスタートを切ったものの、トラックでは残念ながら入賞を果たすことができませんでした。
個人種目においては、それぞれが持てる力を十分出して戦ったものと思います。団体種目については、チームと
しての練習が十分できず、目標タイムを出すことができませんでした。合宿等で十分練習する必要を感じました。
いろいろ制約はあると思いますが、少年については県合宿等で全体のレベルアップを行い、次回の国体に臨んで
いければと思います。
【総務 柳生金二郎（JFE ﾃｸﾉﾌｪﾆｯｸｽ㈱）】
初めての国体参加でした。大会期間中２日間が雨となり、参加選手は日頃の練習成果を出せずにいた選手もいた
と思います。また、今大会は何としてもポイントを取ることが目標でしたがロードのみの結果となり本当に残念
でした。次回大会はたくさん練習をして是非多くのポイントを取れるように頑張ってほしいです。
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ロード・レース
スプリント
1ｋｍタイムトライアル
ケイリン

成年

大塚 潤

７位

石田 輝(途中棄権)

少年

杉山 拓夢 ３１位 御園井杜充（途中棄権）

成年

塩田 公一 予選敗退(予選１９位 １１秒９３２)

少年

三輪 哲也 予選敗退(予選２０位 １２秒２４３)

成年

山河 友貴 ２５位（１分１１秒９２０）

少年

御園井杜充 １８位（１分１１秒６９９）

成年
少年

菅原 裕太 ２回戦敗退

成年

石田 輝

少年

望月 竜輝 予選敗退

成年

大塚 潤

少年

杉山 拓夢 予選敗退（得点１点）

4ｋｍ団体追抜競走

男子

３３位（４分５３秒５０７） 山河友貴 大塚潤 石田輝 杉山拓夢

チーム・スプリント

男子

３３位（１分２３秒６２８） 塩田公一 御園井杜充 菅原裕太

4ｋｍ速度競走
ポイント・レース

準決勝敗退
予選敗退（得点なし途中棄権）

平成２０年度 第６回記録会・ジュニア育成強化のお知らせ
期
会
日

日
場
程

平成２０年１２月７日(日)
静岡競輪場
８：００
７：３０〜８：２０
８：２０〜８：３０
８：３０〜８：４５
８：４５
９：００〜１０：２０
１０：３０〜１１：１５
１１：２０〜１２：００
１２：００〜１３：００
１３：００〜１６：００

役員集合・準備
練習時間
受付
役員打ち合わせ
開始式
１ｋｍタイム･トライアル ２人発送（全員）
ハロン
昼休み

※ 競走競技については参加者数により当日朝決定する。

参加申込み

成年は個別に、少年は学校単位で１２月１日（月）までに、事務局宛に、郵便・電話・
ＦＡＸ・メール（必ず件名記入のこと）のいずれかにて申し込んで下さい。申込みの書式は
特に定めません。１ｋｍTT の申告タイムは必要ありません。前回の記録会でのタイムを参
考にします。ただし、過去半年記録会に参加していない選手はタイムを申告すること。

そ の 他

(1)当日は場外開催がありますので、プログラム時間を変更することがあります。
(2)駐車場は南第 2 駐車場を御利用ください｡
(3)記録会中の事故について応急処置は行いますが､それ以降について責任は負えません。
(4)少年の選手は、競技規則のギヤ比で参加してください。

記録会時の競輪場使用についてのお願い
・ 応援の方は競輪場の開門１０時前にはスタンド席には入場しないようにお願いします。
・ スタンド席からの写真･ビデオ撮影は禁止となっています。
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・ ごみの持ち帰りの徹底(お弁当の空等)をお願いします。
・ 終了後の自転車の積み込みは、裏門より入場して行ってください。高校は学校ごと順番になります。
・ 静岡鉄道の駐車場前、近隣住宅の前には絶対駐車しないようにお願いします。
※再度、静岡競輪場より駐停車についての注意があった場合は、裏門での積み込みは中止せざるを得ないので
ご協力をお願いします。
役員の参加申込み
連絡方法は選手の参加申込みと同様、１２月１日（月）までに、事務局宛に御連絡ください。

県内選手の結果
【第３９回全日本実業団自転車競技選手権大会】
9 月 20 日(土)21 日(日)静岡・伊豆市 日本 CSC250ｍ333ｍ
ｴﾘﾐﾈｰｼｮﾝ･ﾚｰｽ

５位

阿部 徹也（デュプロ）

4ｋｍ団体追抜競走

３位

デュプロ（善波 山崎 阿部徹也 大村）４分４４秒３５

1ｋｍﾀｲﾑ･ﾄﾗｲｱﾙ

９位

山河 友貴（ﾏｯﾄﾍﾞﾛｰﾁｪ ARIAKE）

30ｋｍﾎﾟｲﾝﾄ･ﾚｰｽ

ＤＮＦ

平塚 吉光(ﾊﾟｰﾙｲｽﾞﾐｽﾐﾗﾗﾊﾞﾈﾛ)

ＤＮＦ

宗野 薫（ﾏｯﾄﾍﾞﾛｰﾁｪ ARIAKE）

【日本スポーツマスターズ高知大会】
9 月 21 日（日）高知・高知市内特設ﾛｰﾄﾞﾚｰｽｺｰｽ 24.6ｋｍ（3ｋｍ×8 周＋0.6ｋｍ）
男子個人ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ５部 ２位

澤田 龍之（ｽｽﾞｷ㈱）

【２００８ジャパンカップロードレース】
10 月 26 日（日）栃木・宇都宮市 森林公園周辺周回ｺｰｽ 151.3ｋｍ
（参加チーム 13 チーム エントリー64 名 完走者 51 名）
３７位

平塚 吉光（日本ナショナルチーム）４時間０９秒４５
２００８年全日本チャンピオン
の野寺選手をお迎えします。
皆さん、ぜひ参加してください。

お知らせ
日時：１１月２２日（土）17：30〜19：00
会場：ふじのくにＮＰＯ活動センター「５風来館」
（ごふくかん）４階
静岡市葵区呉服町２丁目１-５
内容：第一部
野寺選手に聞く「トレーニング方法およびメンタルトレーニングについて」
第二部
ディスカッション
（スキル・シマノ 野寺秀徳選手 阿部良之選手 廣瀬佳正選手 大内薫選手）
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ＣＳＣトラック自転車競技大会２００８秋
（ＫＩＤ Ｓ〜マスターズ 競輪選手と一緒に走ろう）
10 月 19 日（日）多少風はありましたが、秋晴れの過ごしやすい一日でした。6 歳〜73 歳までの自転車競技
を愛する皆さんが集まり、秋の大会（ＫＩＤ Ｓ〜マスターズ 競輪選手と一緒に走ろう）は無事終了できまし
た。今回も日本選手会静岡支部のご協力で、団体種目の対戦、エキシビションでは迫力あるプロ選手の競輪やバ
イク誘導での練習、競輪学校を目指しているアマチュア選手のひたむきな走りを見せていただきました。また、
最後はじゃんけん大会で大変盛り上がりました。
選手の皆様、選手会の皆様、競技役員の皆様、お疲れ様でした。ありがとうございました。
また、来年お会いすることを楽しみにしています。

静岡県体育協会からのお知らせ

第３回 Shizuoka スーパーキッズ大会
1.

趣 旨

（1）本県競技力向上のため、長期的な取り組みの一環としてオールラウンドな素質ある
タレントを発掘する。
（2）学校で実施する新体力テストへの取り組みを喚起し、体力向上の一助とする。

2.

主 催

財団法人静岡県体育協会

3.

日 時

平成２０年１１月２２日(土:小雨決行)

4.

会 場

草薙総合運動場

5.

実施種目

（1）長座５０ｍ走

（2）立幅とび

（3）二重とび（なわとび）

（4）背面ボール投げ

（5）反復横とび

（6）垂直跳び

（7）１０００ｍ走
6.

参加資格

（1）静岡県内の小学校に通学する５･６年生の男女児童
、または反復横とび・
（2）平成２０年度の新体力テストで、総合７５点以上（８０点満点）
２０ｍシャトルラン（持久走）･５０ｍ走･立幅とび･ソフトボール投げの５種目合計で満
点(５０点)のどちらかを取得していること。

7.

参加申込

（1）要項・参加申込については静岡県体育協会のホームページからダウンロードするか
ＦＡＸ（参加者氏名・電話番号・ＦＡＸ番号もしくは住所を明記）で請求する。
（2）参加申込は１１月６日（木）必着とする。
（3）５００円（保険料を含む）
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