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第６２回第６２回  国体選手選考についてのお知らせ国体選手選考についてのお知らせ  

 

参加資格  ･２００７年度 JCF競技者静岡県登録の完了者で、静岡県代表として国体に出場し入賞する 
  強い意志のある選手 

･静岡県外に在住の社会人、大学生で「ふるさと登録」完了者 
※県外からの転入者は事務局に連絡してください。 

選考方法 

 少年選手については下記のとおり選考会を実施する。 

期日  平成１９年７月８日(日) 

会場  静岡競輪場 

内容  国体トラック種目(スプリント、１ｋｍＴ･Ｔ、４ｋｍ速度競走、エリミネーション、 

ポイントレース）を行い各種目の優勝者が国体に出場できる。（複数エントリー可） 

 ※ 詳細については次号の車連ニュースに掲載します。 

 成年選手については下記のとおり説明会を実施する。 

日時  平成１９年４月３０日（月・祝）９:３０～１２:００ 

場所  静岡競輪場 あおい会館２階会議室 

内容  平成１９年度の国体選考について 

※ 説明会に出席しない選手は国体に出場を希望しないものとします。事情があり欠席する場合は 
  ４月２９日までにＦＡＸまたは郵送にて欠席届を提出してください。(電話・メールは不可) 

  

平成１９平成１９年度第１回記録会・しずおか型ジュニア強化事業のお知らせ年度第１回記録会・しずおか型ジュニア強化事業のお知らせ  

 

期  日   平成１９年４月３０日(月・祝) 

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 

９:００～１０:３０ １ｋｍタイムトライアル ２人発送（全員） 

１１:１５～１２:００ ４ｋｍ速度競走 

１２:００～１３:００ 昼休み 

１３:００～１６:００ ４ｋｍ速度競走 

参加申込み  成年は個別に、少年は学校単位で４月２３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､それ以降については責任は負えません。   
(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。 
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・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。 
・ごみの持ち帰りの徹底(空缶等)をお願いします。 

 
役員の募集 

連絡方法は選手の参加申込みと同様、４月２３日（月）までに、事務局宛に御連絡ください。 
 

第第７６７６回全日本アマチュアトラック大会申込について回全日本アマチュアトラック大会申込について  

期 日  平成１９年５月２６日(土)・２７日(日) 

会 場  新潟県弥彦競輪場 

参加資格  昨年の全国大会上位入賞者で、第７６回大会に出場希望者は事務局まで連絡ください。 

 

ＪＣＦＪＣＦ  平成１９年度前期大会平成１９年度前期大会  執務アンケート執務アンケート  

対象者(トラック・ロードの１級と２級の登録実績３年目以上の方)希望者は４月８日（日）までに事務局まで 
ご連絡ください。 

大  会  名 大会期間 執務期間 場  所 

ツアー・オブ・ジャパン 5/20～27 5/19～27 堺･奈良･美濃・南信州･富士･伊豆･東京 

ツアー・オブ・ジャパン 5/20～23 5/19～23 堺･奈良･美濃・南信州 

ツアー・オブ・ジャパン 5/25～27 5/24～27 富士･伊豆･東京 

ツアー・オブ・ジャパン 5/20～27 上記以外 堺･奈良･美濃･南信州・富士･伊豆･東京 

全日本ｱﾏﾁｭｱ選手権大会/JOC ｶｯﾌﾟ 5/26～27 5/25～27 新潟・弥彦 

全日本個人タイムトライアルロートﾞ 6月10日 6/9～10 秋田・大潟 

全日本､ｱﾏﾁｭｱ・ｼﾞｭﾆｱ全日本ﾛｰﾄﾞ 6/23～24 6/22～24 大分・日田  

希望する執務部署（複数回答可）   

競技役員募集のお知らせ競技役員募集のお知らせ  

※審判員の定年改定について：第２章第１０条の改訂に伴い、満７０歳まで登録できることになりました。 
【平成１９年度静岡県高等学校総合体育大会自転車競技大会】 

募集人数  トラック競技 約１０名 
締 切 日  ４月２３日(日)（高体連以外の審判員は事務局まで） 
期  日  ５月１９日(土)・２０日(日) 
会  場  静岡競輪場 
日程(予定)  ５月１９日(土) (ﾄﾗｯｸ競技１日目)     ５月２０日(日) (ﾄﾗｯｸ競技２日目) 

監督役員打ち合わせ ８：３０  監督役員打ち合わせ  ８：３０ 
開会式  ９：００  競技開始   ９：００ 
競技開始  ９：３０ 

募集人数 ロード競技５～６名（一般審判員） 
会  場 日本サイクルスポーツセンター５ｋｍコース 

期  日 平成１９年５月２７日（日） 《雨天決行》 

競技日程 監督会議   １２：３０ 

  役員打合せ  １３：００ 

  開会式（注意・検車） １３：３０   

  ＣＳＣ入場  １４：００    

試走   １５：００ ※競技日程については予定ですので 

  競技開始   １５：３０   変更する場合があります。 
  閉会式   １７：００ 
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【第１１回ツアー･オブ･ジャパン（１１ｔｈ ＴＯＵＲ ＯＦ ＪＡＰＡＮ）】 

申込締切 ４月２３日（日） 

【美濃ステージ】   【南信州ステージ】 

募集人数 ３名     募集人数 ３名 

大会期日 ５月２２日（火）     大会期日 ５月２３日（水）    

会  場 岐阜県美濃市      会  場 長野県飯田市 

【富士山ステージ】    【伊豆ステージ】 
募集人数 １０名     募集人数 ２０名 

大会期日 ５月２５日（金）     大会期日 ５月２６日（土）  

会    場 静岡県小山町     会  場 伊豆市 修善寺駅→日本ＣＳＣ 
ふじあざみﾗｲﾝ須走 IC     

      →富士山須走口５合目                   
【東京ステージ】     

募集人数 ５名      

大会期日 ５月２７日（日）       
会  場 日比谷ｼﾃｨ前→大井埠頭周回ｺｰｽ        

平成１８年度全国高等学校選抜自転車競技大会平成１８年度全国高等学校選抜自転車競技大会  成績結果成績結果   
期  日  ３月２２日（木）～２５日（日） 

会  場  福岡県・北九州市メディアドーム、北九州市若松区内一般公道特設ステージ 

スプリント 予選敗退   加藤 道弘（興誠） 
ケイリン  ２回戦DNS  坂本 圭宏（静北）  
  敗者復活戦敗退  田中 雅士（修工） 
スクラッチ 予選敗退   本間 義仁（修工）稲葉 洋貴（星陵） 
ポイントレース １６位 ３点  望月 諒真（静北） 

   予選敗退   髙村明日香（興誠） 
１ｋｍＴ･Ｔ １４位   石田  輝（興誠）１分１２秒１５５ 
ロードレース ４位   石田  輝（興誠）１時間４０分１９秒  

   ２０位   田中 雅士（修工）１時間４０分２１秒 
４０位   望月 諒真（静北）１時間４０分３６秒 
ＤＮＦ   本間 義仁（修工） 
 

２００７年愛好会等練習日予定表２００７年愛好会等練習日予定表   

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

静岡競輪場愛好会練習日 

 
４月 ８日(日) 
５月２７日(日) 
６月１７日(日) 
７月２９日(日) 
８月１８日(土) 
９月３０日(日) 
１３：００～ 

ＣＳＣ愛好会練習日 

 

４月７日１４日２１日  ５月１２日１９日２６日 
６月２日１６日３０日  ７月 ７日１４日２８日 
８月４日１１日２５日  ９月 １日１５日２９日 

 

静岡市自転車競技連盟練習日 

 

４月２２日(日) 
７月 １日(日) 
８月 ５日(日) 

  ９月１７日(月・祝) 
１２：３０～１５：３０ 
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平成１９年度主要大会・静岡県自転車競技連盟事業実施計画 

期       日 主催 大 会 ・ 合 宿 名 場     所 審判派遣 

４月１日（日） JCF ﾁｬﾚﾝｼﾞｻｲｸﾙﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 日本ｻｲｸﾙｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ（5ｋｍ） ○ 

４月２２日（日） JBCF 第6回実業団ﾄﾗｯｸ記録会（250ｍ） 日本CSC（250ｍ） ○ 

４月３０日（月・祝） SCF 第１回 記録会（しずおか型ｼﾞｭﾆｱ強化） 静岡競輪場   

５月１９日（土）２０日（日） 高体連 静岡県高校総体・トラック競技 静岡競輪場 ○ 

５月２７日（日） 高体連 静岡県高校総体・ロード競技 日本ｻｲｸﾙｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ（5ｋｍ） ○ 

５月２２日（火） TOJ ﾂｱｰ･ｵﾌ ･゙ｼﾞｬﾊﾟﾝ 南信州ｽﾃｰｼﾞ 岐阜・美濃市 ○ 

５月２３日（水） TOJ ﾂｱｰ･ｵﾌ ･゙ｼﾞｬﾊﾟﾝ 美濃ｽﾃｰｼﾞ 長野・飯田市 ○ 

５月２５日（金） TOJ ﾂｱｰ･ｵﾌ ･゙ｼﾞｬﾊﾟﾝ 富士山ｽﾃｰｼﾞ 御殿場小山町 ○ 

５月２６日（土） TOJ ﾂｱｰ･ｵﾌ ･゙ｼﾞｬﾊﾟﾝ 伊豆ｽﾃｰｼﾞ 修善寺駅～CSC ○ 

５月２７日（日） JBCF ﾂｱｰ･ｵﾌ ･゙ｼﾞｬﾊﾟﾝ 東京ｽﾃｰｼﾞ 東京・品川～大井埠頭 ○ 

６月３日（日） SCF 第２回 記録会（しずおか型ｼﾞｭﾆｱ強化） 静岡競輪場   

６月１５日（金）～１７日（日） 高体連 東海高校総体 日本ｻｲｸﾙｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ ○ 

７月８日（日） SCF 
国体選手選考会(少年) 第３回 記録会 

（しずおか型ｼﾞｭﾆｱ強化） 
静岡競輪場   

７月２８日（土）２９日（日） CSC CSC ﾄﾗｯｸ自転車競技大会2006(KID'S～ﾏｽﾀｰｽﾞ） 日本ｻｲｸﾙｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ ○ 

７月３０日（月）～１日（水） 高体連 静岡県高等学校合同強化合宿 静岡競輪場   

８月１４日（火）～１６日（木） SCF 国体強化合宿 日本ｻｲｸﾙｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ   

８月１９日（日） SCF 第４回 記録会（しずおか型ｼﾞｭﾆｱ強化） 静岡競輪場   

８月３０日（木）～２日（日） 学連 第６３回全日本大学対抗選手権大会 日本ｻｲｸﾙｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ ○ 

９月１３日（木）～１７日（月）   ツール・ド・北海道 北海道・道北～道央 ○ 

９月１５日（土）～１６日（日） SCF 中部８県対抗自転車競技大会 日本ｻｲｸﾙｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ ○ 

９月３０日～１０月４日（木） 秋田県 第６２回国民体育大会 秋田県・六郷   

１０月６日（土） JBCF 第３回実業団ｻｲｸﾙﾛｰﾄﾞﾚｰｽ in 富士ｽﾋﾟｰﾄﾞｳｪｲ 富士ｽﾋﾟｰﾄﾞｳｪｲ ○ 

１０月７日（日） JBCF 第４回富士山国際ﾋﾙｸﾗｲﾑｻｲｸﾙﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 御殿場小山町 ○ 

１０月 CSC CSC ﾄﾗｯｸ自転車競技大会2006(KID'S～ﾏｽﾀｰｽﾞ） 日本ｻｲｸﾙｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ ○ 

１１月３日（土） JCF 2006全日本ﾁｰﾑ対抗自転車競技大会 日本CSC（250ｍ） ○ 

１１月４日（日） YCF 四日市サイクルスポーツフェスティバル 三重・鈴鹿 ○ 

１１月 高体連 高体連新人戦・トラック競技 静岡競輪場 ○ 

１１月 高体連 高体連新人戦・ロード競技 日本ｻｲｸﾙｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ ○ 

１２月 SCF 第５回 記録会（しずおか型ｼﾞｭﾆｱ強化） 静岡競輪場   

１月 SCF 第６回 記録会（しずおか型ｼﾞｭﾆｱ強化） 静岡競輪場   

２月 SCF 第７回 記録会（しずおか型ｼﾞｭﾆｱ強化） 静岡競輪場   

３月 SCF 第８回 記録会（しずおか型ｼﾞｭﾆｱ強化） 静岡競輪場   

   
 ２００７年度版競技規則集を希望する方はご連絡ください。 

    １冊７００円、郵送希望の場合は１，０００円となります。 
 事務局のメールアドレスを変更しました。scf@tx.thn.ne.jp 

編集後記 
頼りにしていた先生が病に倒れ、お世話になった先生が急逝し残念なことが続きました。でも、新しい命も誕生し、 
｢命｣｢生きる｣ことを感じるこの頃です。 
また大好きな桜の季節を迎えます。ワクワク・ウキウキ・ドキドキする年にしたいと思っています。(松村) 

 

事務局より 


