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2006 伊豆サイクルフェスティバルを終えて  
５月２０日（土）、昨年に引き続き「伊豆サイクルフェスティバル」が開催されました。今年は荒天の中での大

会となり、大会運営と安全性を考えさせられる２４時間でした。 
未明までの豪雨は止んだものの「伊豆スカイライン」の濃霧と強風により実施も危ぶまれ、早朝よりコース視

察をおこない８時にやっと実施決定されました。９時４５分、「伊豆スカイライン」で実業団･市民レースが始ま

りました。１０時、号砲とともに「第１０回ツアー・オブ・ジャパン・伊豆ステージ｣がサイクルスポーツセンタ

ー内でスタートしました。危険と思われた時点でレース中止という緊張感が漂う中での大会となりました。残念

なことにサイクリングは中止となりました。サイクルスポーツセンター内ではＢＭＸフラットランドショー、一

輪車ショー等いろいろなサイクルイベントも行われました。また伊豆の特産物を紹介する｢伊豆まるごと市｣、再

来(サイクル）鍋・再来(サイクル）餅の無料配布もあり大盛況だったようです。１７時過ぎに学連ロードレース（予
選会）がフィニッシュとなり、無事大会を終了することができました。これもひとえに関係機関並びに関係各位

の多大なるご支援とご協力の賜物であると、心より感謝を申し上げます。今後も今回の経験を生かし大会運営に

力を入れていきたいと思っておりますのでみな様方のより一層のご協力をお願い申し上げます。    
（静岡県自転車競技連盟 理事長 松村 正之） 

 

 第６１回国体選手選考会行なわれる  

 
第６１回国体選手選考会が６月４日（日）静岡競輪場で行われました。少年３２名・成年１３名が参加し下記

のとおり決定しました。 
少年正選手 石田  輝（興誠）   田中 雅士（修工）   谷﨑 良介（翔洋） 
  松澤 佑平（静北）   加藤 道弘（興誠） 
予備登録選手 坂本 圭宏（静北）   山川 由馬（修工） 
成年正選手 内田 晃弘（順大）   水野 悟志（ﾏｯﾄﾍﾞﾛｰﾁｪ)  落合 達彦（ﾏｯﾄﾍﾞﾛｰﾁｪ) 

   鈴木 謙一(ﾕｳｷｬﾝｽﾍﾟｼｬﾗｲｽﾞﾄﾞ)    飯島  悠（東海大） 
 予備登録選手 久保田郁也（ﾏｯﾄﾍﾞﾛｰﾁｪ)     北川 光治（㈱小澤土木） 
 

 総会のお知らせ  
日 時  平成１８年７月８日（土）１９：００～ 
会 場  静岡県体育協会会館第 2 会議室 

議 案  ① 平成１７年度事業報告書、収支決算書承認の件 
② 平成１８年度事業計画（案）収支予算書（案）決定の件 
③ その他 

    ※ 駐車場は草薙総合運動場駐車場になります。駐車場をご利用の方には駐車券をお渡ししますので６月３０日

までに事務局へご連絡ください。（当日は駐車制限日のため駐車券がないと入れません。） 



 

     

 
期  日   平成１８年７月２日(日) 

会  場   静岡競輪場 

日  程   ８：００   役員集合・準備 

７：３０～８：２０ 練習時間 

８：２０～８：３０ 受付 

８：３０～８：４５ 役員打ち合わせ 

８：４５   開始式 

９：００～９：４５ １ｋｍＴＴ 

１０：００～１２：００ ４ｋｍ速度競走・２ｋｍ速度競走 

１３：００～１５：００ ４ｋｍ速度競走・２ｋｍ速度競走 

 

※ 少年・成年混走となります。 
※ 国体選手は別メニューでの練習となります。 
  

参加申込み  成年は個別に、少年は学校単位で６月２６日（月）までに、事務局宛に、郵便・電話・ 
ＦＡＸ・メール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 

・応援の際、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。 
・終了後の自転車の積み込み等で駐車する場合、静岡鉄道の駐車場前には止めないようにお願いします。 
・ごみ(空き缶など)の持ち帰りの徹底をお願いします。 

 

役員の参加申込み 

 連絡方法は選手の参加申込みと同様、６月２４日（土）までに、事務局宛に御連絡ください。 
 

 

 

 大会のお知らせ  

 
【日本スポーツマスターズ２００６】 

 
期 日  平成１８年９月１６日（土）１７日（日） 
会 場  広島県・中央森林公園サイクリングロード 
種 目  男子ロードレース、女子ロードレース、男女３時間耐久レース 

※ 参加ご希望の方は事務局までご連絡ください。実施要項をお送りします。 

申込締切  ７月１７日（月） 
 



【ＣＳＣトラック自転車競技大会２００６（ＫＩＤ'Ｓ～マスターズ）】 

 
期  日  平成１８年７月２９日（土）３０日（日） 
会  場  日本サイクルスポーツセンター北４００ｍバンク 
申込締切  ７月８日（土） 
詳  細  静岡県自転車競技連盟ホームページ http://www.shizuoka-cf.com 
  静岡県自転車競技連盟事務局 
 

 
【第２回東京ｵｰｳﾞｧﾙ京王閣 バイクカーニバル２００６】 

 
期  日  平成１８年７月２２日（土） 
会  場  京王閣競輪場 
申込締切  ６月３０日（金） 
申 込 先  ホームページ http://www.joa.jp/carnival/top.html 
  大会事務局：(有)日本事務代行 

℡ ０３‐３４２５‐８０１５ 
 

 競技役員募集のお知らせ  

 

 レース結果  
 

第５４回静岡県高等学校総合体育大会自転車競技 

 ５月１３日（土）１４日（日）（ﾄﾗｯｸ競技）静岡競輪場 ２７日（ﾛｰﾄﾞ競技）日本 CSC 

トラック競技 

１ｋｍＴＴ  １位 伊藤 拓人（静北）１分１０秒８５ 

   ２位 田中 雅士（修工）   ３位 坂本 圭宏（静北） 

スプリント  １位 田中 雅士（修工） 

   ２位 加藤 道弘（興誠）   ３位 立花 健史（静北） 

３ｋｍＩＰ  １位 石田  輝（興誠）３分４７秒０６ 

   ２位 望月 諒真（静北）   ３位 松澤 佑平（静北） 

ケイリン  １位 伊藤 拓人（静北） 

大 会 名   CSC トラック自転車競技大会 2006 

（KID'～ﾏｽﾀｰｽﾞ） 

期   日   7 月 29 日（土）30 日（日) 

会   場   日本 CSC 北 400ｍバンク 

募集人数   20 名～25 名 

申込締切   7 月 8 日（土） 

 

大 会 名    第 62 回全日本大学対抗選手権 

自転車競技大会 

期   日    8 月 31 日（木）～9 月 3 日（日） 

会   場    日本 CSC 北 400 ﾊﾞﾝｸ 

          日本 CSC5ｋｍｻｰｷｯﾄｺｰｽ 

募集人数    2～3 名 

申込締切    7 月 8 日（土） （通しでなくても可） 

 



   ２位 片山 裕斗（静北）   ３位 山川 由馬（修工） 

4ｋｍ速度競走  １位 稲葉 一真（星陵） 

   ２位 山川 由馬（修工）   ３位 平塚 吉光（修工） 

スクラッチ  １位 伊熊 孝之（興誠）   

   ２位 本間 義仁（修工）   ３位 藤田 大貴（興誠） 

16ｋｍﾎﾟｲﾝﾄ･ﾚｰｽ １位 平塚 吉光（修工）３０点 

   ２位 望月 諒真（静北）３０点  ３位 伊熊 孝之（興誠） 

4ｋｍﾁｰﾑ･ﾊﾟｰｼｭｰﾄ １位 静岡北（伊藤拓人 松澤佑平 立花健史 望月諒真）５分０３秒７３ 

２位 興誠（藤田大貴 山田匠 高村明日香 杉田知久）  

   ３位 星陵（稲葉一真 北條秀樹 稲葉洋貴 栗原健一郎） 

ﾁｰﾑ･ｽﾌﾟﾘﾝﾄ  １位 興誠Ａ（伊熊孝之 石田輝 加藤道弘）１分２６秒６３ 

   ２位 修工Ａ（高城利晃 山川由馬 本間義仁）  

   ３位 修工Ｂ（平塚吉光 田中雅士 池田巧介） 

ローﾄﾞ競技  １位 平塚 吉光（修工）１時間１分１９秒 

   ２位 望月 諒真（静北）   ３位 石田  輝（興誠） 

学校対抗総合  １位 興誠 ６８点 

２位 静北  ６６点   ３位 修工 ６２点 

 

 

第７４回全日本アマチュア自転車競技選手権トラックレース 

５月２７日（土）２８日（日） 宮崎県宮崎競輪場 

 

男子スプリント  予選敗退  水野 悟志（ﾏｯﾄﾍﾞﾛｰﾁｪ ARIAKE） 

男子１ｋｍＴＴ  １１位    水野 悟志（ﾏｯﾄﾍﾞﾛｰﾁｪ ARIAKE） 

１４位   内田 晃弘（順天堂大学 

チーム・スプリント２位   学連（川﨑・佐川・内田 晃弘）順天堂大学 １分２２秒１７２ 

 

 

第８回修善寺カップ男子ジュニア・ユースロードレース 

５月２１日(日)日本ＣＳＣ５ｋｍサーキット 

 

男子ロードレース(８０ｋｍ) １０位 平塚 吉光(修工) 

 

 

第６回全日本実業団トラック記録大会 

５月２１日(日)日本ＣＳＣ２５０ｍトラック 

 

男子スプリント ５位 水野 悟志（ﾏｯﾄﾍﾞﾛｰﾁｪ ARIAKE） 

 

 

５月は県高校総体トラック競技から始まりツアー・オブ・ジャパン「南信州ステージ」、「富士山ステージ」、「伊豆ステージ」、

「実業団・市民ロードレース」、「門田杯ロードレース」、「実業団トラック記録会」、そして県高校総体ロードレースと大会の

多い月でした。競技役員の皆様、お忙しい中ご協力いただきましてありがとうございました。（事務局） 

 

 


