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総会開かれる 
静岡県自転車競技連盟は７月７日(土)、グランシップ９０１会議室に於いて平成１９年度総会を開催しました。 

第１号議案 平成１８年度事業報告書、収支決算書承認の件 
第２号議案 平成１９年度事業計画（案）収支予算書（案）決定の件 
第３号議案 規約改正の件 
第４号議案 役員改選の件 

が審議され、原案通り可決承認されました。御出席いただきました会員の皆さまに厚くお礼申し上げます。 

＜新役員＞ 

会 長  大橋 正己 
副 会 長  梶山 祐司 望月  正 
顧 問  伊熊 牧治 高橋 昭次 牧野 孔一 
参 与  稲鶴 文雄 田中 八郎  
理 事 長  松村 正之 
副理事長  伊熊 勇夫 伊藤  稔 井上 正継 
事務局長  松村 友子 
理 事  石神 正彦 岩﨑 孝雄 大堀 智志 帯金章太郎 齋藤  健 
  酒井 重春 櫻井 秀夫 高矢  力 立石  徹 月安 雅一 
  坪井 克己 御園井智三郎 山本 明弘 山本 和中   
監 査  野本未築二 山梨 武快 

平成１９年度第４回記録会、ジュニア育成・強化のお知らせ 
 
期  日   平成１９年８月１９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 

   ９：５０～１１：２０ 国体選手練習 

１１：３０～１２：００ ポイントレース 

１３：００～１４：００ 国体選手練習 

１４：００～１５：００ ポイントレース 

※ 少年・成年混走となります。 
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参加申込み  成年は個別に、少年は学校単位で８月１３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、近隣の住宅の前には駐車しないように

お願いします。裏門前には４・５台のみ停車し順次速やかに積み込んで移動ください。 

・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、８月１３日（月）までに、事務局宛に御連絡ください。 
 

 

 

第６２回国体 出場選手決定      
 
７月８日（日）、静岡競輪場において国体選手選考会が行われ、下記のとおり静岡県選手団が決定しました。 
総 監 督 岩﨑 孝雄 
成 年 監 督 井上 正継（静岡北高教） 
少 年 監 督 山本 明弘（興誠高教） 
メ カ ニ シ ャ ン 櫻井 秀夫（修善寺工高教) 
 
少 年 正 選 手 １ｋｍＴ･Ｔ 山川 由馬（修善寺工高)   
   スプリント 田中 雅士（修善寺工高)  

４ｋｍ速度競走 望月 諒真（静岡北高） 
   エリミネィション 石田  輝（興誠高） 

ポイントレース 池田 巧介（修善寺工高) 
少年予備登録選手  栗原健一郎（星陵高）  森田 将仁（興誠高） 
 
成 年 正 選 手 １ｋｍＴ･Ｔ 内田 晃弘（順天堂大)   

スプリント 落合 達彦（ﾏｯﾄﾍﾞﾛｰﾁｪ ARIAKE） 
４ｋｍ速度競走 北川 光治（㈱小澤土木） 
ケイリン  栗田 雄矢（ﾏｯﾄﾍﾞﾛｰﾁｪ ARIAKE） 
ポイントレース 大塚  潤（ｸﾗﾌﾞ ｳﾞｨｴﾝﾄ） 

成年予備登録選手  渥美 守弘（吉田機工㈱）  谷﨑 良介（東海大） 
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県内選手の結果 
 

【平成１９年度東海高等学校総合体育大会 自転車競技】 

（６月１５日～１７日 日本 CSC） 
１ｋｍＴ･Ｔ ４位 田中 雅士（修工）１分１２秒５７７ 
  ５位 由比藤丈明（静北）  ８位 御園井杜充（興誠） 
スプリント ５位 三輪 哲也（島学）  ６位 澁谷 恭太（星陵） 
  ７位 杉山 大介（静北）  ８位 加藤 道弘（興誠） 
スクラッチ ２位 本間 義仁（修工）  ４位 稲葉 洋貴（星陵） 
  ８位 田代 剛裕（翔洋） 
ポイントレース ２位 望月 諒真（静北）３２点 
４ｋｍ速度競走 ３位 北條 秀樹（星陵）  ８位 志田 和磨（翔洋） 
３ｋｍ個人追抜き ４位 石田  輝（興誠）３分４９秒０５９  

６位 杉山 拓夢（静北）  ７位 栗原健一郎（星陵） 
ケイリン  ４位 山川 由馬（修工）  ５位 坂本 圭宏（静北） 
４ｋｍﾁｰﾑﾊﾟｰｼｭｰﾄ ２位 静岡北高（望月諒真 坂本圭宏 杉山拓夢 由比藤丈明）４分５０秒８０４ 
  ３位 修善寺工（山川由馬 田中雅士 本間義仁 池田巧介） 
  ６位 興誠高（石田輝 山田匠 池本昇平 森田将仁） 
チームスプリント ５位 興誠高（藤田大貴 清水明 御園井杜充）１分２４秒３９２ 
  ８位 静岡北高（原悠二 杉山大介 片山裕斗） 
個人ロードレース ２位 望月 諒真（静北）１時間１３分３６秒 

３位 石田  輝（興誠）  ７位 御園井杜充（興誠） 
 
【第７６回全日本アマチュア自転車競技選手権大会ロード･レース】 

(６月２３日(土)大分・ 出走８４名 完走３７名) 

  ３０位 平塚 吉光（パールイズミスミタラバネロ)  
【第１２回ジュニア全日本選手権ロード･レース】 

(６月２３日(土)大分・ 出走９８名 完走３５名) 

  ９位 石田  輝（興誠高校) 
 
【第３８回全日本実業団東日本自転車競技大会】 

（６月２９日（金）３０日（日）岩手・紫波自転車競技場） 
団体追抜競走 １位 デュプロ（善波・山崎・阿部徹也･小島）４分５４秒５０２ 
1ｋｍTT  ４位 落合 達彦 (ﾏｯﾄﾍﾞﾛｰﾁｪ ARIAKE) １分１０秒 
ケイリン  ５位 北川 光治（ミソノイレーシング) 

６位 栗田 雄矢（ﾏｯﾄﾍﾞﾛｰﾁｪ ARIAKE)  
 

【第６回全日本実業団サイクルロードレース in 石川】 

（７月１５日（日）福島・石川町、浅川町周回コース 13.6km/周） 
BR－２  ２位 大塚  潤（CLUB viento）   

４位 真田 冬樹（ﾁﾊﾞﾎﾟﾝｽﾞかわぐち農園)   
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募 集 

 

現在の静岡県ユニフォームの在庫がなくなりましたので、来年度より新調することになりました。

トラック・ロードユニフォームのデザインをしてみませんか？ 

記 

1. みかん・お茶をイメージする色を取り入れること 

2. １２月末までに事務局まで申込 

※ 興味のある方は事務局までご連絡ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

訃 報 

 

本連盟前理事（静岡北高等学校自転車競技部元部長）大橋 勝氏（享年６８歳）におかれましては 

７月１９日（木）１６時２１分にご逝去されました。 

ここに謹んでご冥福をお祈りいたします。  

米軍兵隊キャンプ富士 フレンドシップ フェスティバル スポーツイベント 

8 月 12 日（日）11：00～18：00 

 
11：15 野球スピードガンコンテスト   13：00 大人の部 海兵隊式体力測定 

ぬいぐるみ相撲レスリング 
11：30 子供／青年の部 海兵隊式体力測定  14：30 目回しレース 米印子供／青年／大人の部 
 青年の部 5 対 5 ミニサッカー    Bull Pull（1 対 1 綱引き）※青年／大人の部 
 大人の部 5 対 5 ミニサッカー    アームレスリング（腕相撲）※青年／大人の部 
                           綱引き ※子供／青年／大人の部 
※ 申込書、同意書をキャンプ富士 アスレチック部まで FAX 0550－89－6102 内線 224-8484 

※ ミニサッカー及び海兵隊式体力測定は 8 月 3日まで受付、 

※ 詳細についてはメールにて問合せください。 aranok@okinawa.usmc-mccs.org

２００７年度 CATC キャンプ富士フレンドシップフェスティバルスポーツイベント 

参加者募集 

1. 日時： 8 月 12 日（日）午前 11 時～午後 6 時 
2. 申込締切： 7 月 31 日（火） 
3. 申込方法： 電話、FAX、E-mail 
4. 連絡先： 〒412-0006 静岡県御殿場市中畑 2092 

米軍ｷｬﾝﾌﾟ富士、MCCS 荒野（アラノ） 
電話：0550-89-6102 内線 224-8487、224-8488 
FAX：0550-89-6102 内線 224-8484 

E-mail：aranok@okinawa.usmc-mccs.org
5. 受付時間： 9：00～18：00 
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