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伊豆サイクルフェスティバルを終えて 
５月２７日（土）、「第３回伊豆サイクルフェスティバル」が開催されました。前日の雨もすっかり上がって、

快晴のなか行われました。「第１１回ツアー・オブ・ジャパン・伊豆ステージ｣は昨年までのコースを大幅に変更

しました。修善寺駅をスタートし、日本サイクルスポーツセンターまでの一般道をパレード走行しました。修善

寺駅前では歓迎の太鼓が披露され、朝早くから選手を間近で観ようと大勢の方々が集まったなか選手団は９時に

スタートしました。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、サイクルゲ

ーム大会、競輪学校生徒による訓練披露・模擬レース、ウォークラリー大会等、様々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）鍋の無料配布・餅まき・大抽選会も

あり大盛況だったようです。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

皆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） 

 

平平成成１１９９年年度度国国体体選選手手選選考考会会  

 
会場･期日  静岡競輪場  平成１９年７月８日（日） 
※ 要項を熟読し、参加申込書に必要事項を記入し申込すること。 

 
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。 
・ごみの持ち帰りの徹底(空缶等)をお願いします。 
・駐車場は南第 2 駐車場をご利用ください。 

 
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３０日（土）までに、事務局宛に御連絡ください。 
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  総総会会ののおお知知ららせせ    

 
日 時  平成１９年７月７日（土）１９：００～ 
会 場  グランシップ会議室９０１（９階） 

  ＪＲ東静岡駅南口徒歩約３分 

  一般有料駐車場（館内の事前精算機で帰りに精算してください。１時間１００円） 

  なるべく公共交通機関をご利用ください。 

議 案  ① 平成１８年度事業報告書、収支決算書承認の件 
② 平成１９年度事業計画（案）収支予算書（案）決定の件 
③ その他 

 

大大会会ののおお知知ららせせ  

 
【平成１９年度東海高等学校総合体育大会自転車競技大会】 
期  日  トラック競技 ６月１５日(金)１６日(土) 
  ロード競技 ６月１７日(日) 
会  場  日本サイクルスポーツセンター 
 
【ＣＳＣトラック自転車競技大会２００７夏 (KID’S~ﾏｽﾀｰｽﾞ)】 

 

期  日  平成１９年７月２８日（土）２９日（日） 
会  場  日本サイクルスポーツセンター北４００ｍピスト 
申込締切  ７月８日（日） 
詳  細  要項･申込用紙は静岡県自転車競技連盟ホームページhttp://www.shizuoka-cf.comから 
  または静岡県自転車競技連盟事務局までご連絡ください。 
 

競競技技役役員員募募集集ののおお知知ららせせ  

【ＣＳＣトラック自転車競技大会２００７夏 (KID’S~ﾏｽﾀｰｽﾞ)】 
期  日  平成１９年７月２８日（土）２９日（日） 
会  場  日本サイクルスポーツセンター北４００ｍピスト 
申込締切  ７月８日（日） 
募集人数    ２０名 

 

県県内内選選手手のの結結果果  

【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】 
 （トラック競技５月１９日（土）２０日（日）静岡競輪場 ロード競技５月２７日 日本ＣＳＣ） 

トラック競技 

１ｋｍＴＴ  １位 田中 雅士（修工）１分１０秒７５ 

   ２位 坂本 圭宏（静北）  ３位 由比藤 丈明(静北)  
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スプリント  １位 田中 雅士（修工） 

   ２位 澁谷 恭太(星陵)  ３位 三輪 哲也(島学) 

３ｋｍＩＰ  １位 石田  輝(興誠)３分５６秒５７ 

   ２位 杉山 拓夢(静北)  ３位 栗原 健一郎(星陵) 

ケイリン  １位 山川 由馬(修工) 

   ２位 加藤 道弘(興誠)  ３位 坂本 圭宏(静北) 

4ｋｍ速度競走  １位 望月 諒真(静北) 

   ２位 稲葉 一真(星陵)  ３位 北條 秀樹(星陵) 

スクラッチ  １位 杉山 拓夢(静北) 

   ２位 本間 義仁(修工)  ３位 菊地 一生(島学) 

16ｋｍﾎﾟｲﾝﾄ･ﾚｰｽ １位 高村 明日香(興誠)２５点 

   ２位 望月 諒真（静北）  ３位 石田  輝(興誠) 

4ｋｍﾁｰﾑ･ﾊﾟｰｼｭｰﾄ １位 静岡北(望月諒真 坂本圭宏 杉山拓夢 由比藤丈明)４分５３秒９８ 

２位 興誠(石田輝 山田匠 池本昇平 森田将仁) 

   ３位 修善寺工（山川由馬 田中雅士 本間義仁 池田巧介） 

ﾁｰﾑ･ｽﾌﾟﾘﾝﾄ  １位 興誠Ａ（加藤道弘 藤田大貴 御園井杜充）１分２６秒７２ 

   ２位 静岡北Ａ（原悠二 杉山大介 山影真吾） 

   ３位 興誠Ｂ（清水明 井上大輔 澤田雄樹） 

ローﾄﾞ競技  １位 望月 諒真（静北）５９分３２秒 

   ２位 石田  輝(興誠)  ３位 御園井 杜充（興誠） 

学校対抗総合  １位 静岡北高 ７７点 

２位 興誠高  ６６点  ３位 修善寺工 ５１点 

 

 

【第７６回全日本アマチュア自転車競技選手権大会トラック･レース】 

 （５月２６日（土）２７日（日）新潟・弥彦競輪場） 

 

１ｋｍＴ･Ｔ  １２位  内田 晃弘（順大） １分１０秒４５４   

スプリント  １/８決勝敗退 内田 晃弘（順大） 

ケイリン  ２回戦敗退 栗田 雄矢(ﾏｯﾄﾍﾞﾛｰﾁｪ ARIAKE) 

４ｋｍ団体追抜  ＤＮＦ  実業団ﾁｰﾑ（デュプロ 阿部徹也 善波 山崎 大村） 

 

【第１１回ツアー･オブ･ジャパン】 

 

「富士山ステージ」（11.4ｋｍ 1,200ｍ登坂） 

  野寺 秀徳（ｽｷﾙｼﾏﾉﾚｰｼﾝｸﾞ） ２２位  ４６分３９秒８５ (修工出身) 

平塚 吉光（ﾊﾟｰﾙｲｽﾞﾐｽﾐﾀﾗﾊﾞﾈﾛ） ２６位  ４７分１７秒９８ 

  鈴木 謙一（愛三工業）  ６５位  ５１分５３秒６６ (吉工出身) 

 

「伊豆ステージ」（128.5ｍ） 

  野寺 秀徳（ｽｷﾙｼﾏﾉﾚｰｼﾝｸﾞ）  ８位  ３時間５３分０７秒 

  鈴木 謙一（愛三工業）  ２２位  ３時間３６分５６秒 

平塚 吉光（ﾊﾟｰﾙｲｽﾞﾐｽﾐﾀﾗﾊﾞﾈﾛ） ＤＮＦ 
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平成１９年度国体少年選手選考会実施要項  

 
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

会場･期日  静岡競輪場  平成１９年７月８日（日） 
種  目  ①スプリント（予選上位 4 名により行う） ②１ｋｍタイム・トライアル 

③４ｋｍ速度競走 ④エリミネィション・レース ⑤１６ｋｍポイント･レース 
※ 各種目の優勝者が国体に出場できる。（複数エントリー可、なお、申込時に優先順位を決定すること。） 

競技日程   8:30 1ｋｍT･T（少年）   9:30 1ｋｍT･T（成年） 

10:00 スプリント予選（少年） 10:30 スプリント（成年） 

11:00 ４ｋｍ速度競走予選（少年） 11:30 ４ｋｍ速度競走決勝（成年） 

12:00 エリミネィション決勝 （少年） 13:30 スプリント１/２決勝（少年･成年） 

14:30 ケイリン決勝（成年）  15:00 ４ｋｍ速度競走決勝（少年） 

15:30 ポイント･レース決勝（成年） 16:00 ポイント･レース決勝（少年） 

16:30 スプリント決勝（成年･少年） 

※ エントリーの人数によりタイムスケジュールを変更する場合がある。 

参加料･保険料 900 円（参加料 200 円､保険料 700 円）県体育協会への納入分として当日朝、徴収。 
申込方法  申込用紙に必要事項を記入し、郵送またはＦＡＸで静岡県自転車競技連盟事務局まで 
  申し込むこと。 

※個人での申込みとなるので注意すること。（ただし、各高校の顧問の承認を得ること。） 

申込締切  ６月３０日（土）必着 

そ の 他  ･原則、単独走とする。(エントリー数によってはスタート方法を変更する場合もある) 

･検車を行うので、規則違反とならないよう整備して臨むこと。 

･競技規則集第 16 条 3.(2)a)②における身体形態上の理由でサドルを後ろに下げられない選

手は、当日、受付にある申請書に署名して提出すること。 

･駐車場は南第 2 駐車場を御利用ください｡    
 

平成１９年度国体少年選手選考会参加申込書 

 

氏 名                         ﾗｲｾﾝｽ№                 

 

住 所 〒                                ℡          

 

学校名                         顧問承認印               

参加する種目に○をつけてください。複数種目が同順位になった場合の優先順位を記入して下さい。 

※記載漏れがある場合は受理しません。

 
№ 種  目 ○× 優先順位 

1 スプリント   

2 1ｋｍタイム･トライアル   

3 ４ｋｍ速度競走    

4 エリミネィション・レース    

5 １６ｋｍポイント･レース   
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