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【総監督 岩﨑孝雄】 

今年こそ好成績の思いで、選手、スタッフ共張り切って静岡を出発しました。４０歳の渥美さん、ロードレ

ーススタート直後の腰痛にもめげず２０位と頑張ってくれました。早朝の練習中、他県選手の落車に巻き込

まれた北川君・栗田君、少年ロードレースの望月君はトップグループにいましたが、ゴール手前で落車、骨

折の北川君以外の２人は個人戦で準決勝進出と頑張ってくれました。これも静岡県代表だという熱い思いが

あったのだと思います。得点はできませんでしたが、田中君、落合君、石田君はあと少しで入賞できそうで

した。今後期待できる走りをしてくれました。高校２年生の池田君はポイントレースを最後まで力走してく

れました。この経験をいかし、出場できなかった高校生のリーダーとなり、今後頑張ってください。遠くま

で応援に来てくださいました保護者の皆様、また県車連役員･選手･保護者の皆様、熱き応援ありがとうござ

いました。 

【成年監督 井上正継（静岡北高・教）】 
  目標であった個人２種目の８位入賞は果たせませんでした。また、団体追抜きは、現地での早朝指定練習中 

  の落車事故に巻き込まれた為に３名スタートとなり、予選通過できませんでしたが、３人走でのタイムとし  

  ては満足のいく記録が出たと思います。応援ありがとうございました。 

【少年監督 山本明弘（興誠高・教）】 
  わかすぎ国体では、成年選手･少年選手とも充分に力を出して戦ったと思います。思わぬアクシデントもあり 

  ましたが、結果を出すことができずに残念に思っております。今後の課題は、選手層の充実が考えられると  

  思います。県をあげて底辺層から盛り上げてよい結果が出せるよう、今後とも努力を重ねたいと思います。 

  数多くの応援ありがとうございました。 

【メカニシャン 櫻井秀夫(修善寺工高・教】 
  今回、初めての参加でいろいろ勉強になることが多かったです。来年も参加できるように、そして静岡が良

い成績を残せるようにしたいです。 

 

成年 渥美 守弘 ２０位  北川 光治（途中棄権） ロード・レース 

少年 石田  輝 ２２位  望月 諒真（途中棄権）  

成年 落合 達彦 １/８決勝敗退 スプリント 

少年 田中 雅士 １/８決勝敗退 

成年 内田 晃弘 ２２位（１分１１秒０７９） 1ｋｍタイムトライアル 

少年 山川 由馬 ３８位（１分１５秒７６１） 

ケイリン 成年 栗田 雄矢 ２回戦敗退 

エリミネィション 少年 石田  輝 １６位 

4ｋｍ速度競走 成年 北川 光治 欠場 
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少年 望月 諒真 準決勝敗退 

成年 渥美 守弘 予選敗退（途中棄権） ポイント・レース 

少年 池田 巧介 予選敗退 

4ｋｍ団体追抜競走 男子 ３０位（４分４９秒１７７） 栗田雄矢 石田輝 望月諒真 

チーム・スプリント 男子 ２７位（１分７秒８５１）  内田晃弘 落合達彦 田中雅士  

平成１９年度第５回記録会、ジュニア育成・強化のお知らせ 
 

期  日   平成１９年１２月１６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 

９：００～１０：３０ 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 

１３：００～１３：３０ ４ｋｍ速度競走 

 
参加申込み  成年は個別に、少年は学校単位で１２月９日（日）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。 
・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してください。 

・ごみの持ち帰りの徹底(空缶等)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９日（日）までに、事務局宛に御連絡ください。 
 

第１回 静岡県自転車競技大会トラック・レースのお知らせ 

 

静岡県体育協会主催の｢県民スポーツ祭｣終了にともない、あらたに静岡県自転車競技連盟主催の大会を別紙要項

のとおり開催します。申込用紙はホームページから、または事務局までご連絡ください。競輪場の場外開催はあ

りませんので正面より入場できます。応援もスタンド席にてゆっくりできます。冬の寒い時期ではありますが大

勢の皆さんの参加をお待ちしております。 

役員募集 

期  日  平成２０年１月２０日（日）  集  合  ７時３０分 

会  場  静岡競輪場    申込締切  １２月２０日(木) 
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ＣＳＣトラック自転車競技大会２００７秋 

（ＫＩＤ’Ｓ～マスターズ 競輪選手と一緒に走ろう） 

 
１０月１４日(日)サイクルスポーツセンター北４００ｍピストで行われました。 

今回の参加者は 8 歳～72 歳。日本選手会静岡支部の協力で、チーム･パーシュートはプロ選手と対戦、チーム･

スプリントでは３走がプロ選手で文字通り競輪選手と一緒に走ろうでした。エキシビションでは迫力あるプロ選

手の走りを観ることができ、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。 

 

 

 

２００７全日本チーム対抗自転車競技大会 

３回目となった全日本チーム対抗自転車競技大会、１１月３日サイクルスポーツセンター２５０ｍ競技場でおこ

なわれました。来年こそは、県内選手が各チームの代表となり参加できるように期待します。 

 

チーム・スプリント １位 学連チーム     ５０秒２４６ 

４ｋｍ団体追抜競走 １位 高体連チーム     ４分４０秒０３２ 

１ｋｍタイム・トライアル １位 巴 直也（高体連･法政二高）    １分０９秒９８３ 

２５０ｍタイム・トライアル１位 土屋 壮登（学連･順天堂大）    １９秒２８８ 

５００ｍタイム・トライアル１位   濱田 真子（ﾊﾟｰﾙｲｽﾞﾐｽﾐﾀﾗﾊﾞﾈﾛ）  ４１秒４５０ 

（女子） ２位   小野田祐子（ﾐｿﾉｲﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ）    ４４秒９４６ 

５００ｍタイム・トライアル     池田 圭汰（伊東南中）    ４１秒６３３ 

（中学生）      浅利 洸佑（飯能第一中）     ４６秒９４０ 

    鈴木 康平（元吉原中)    ５０秒２５６ 

御園井利穂（興誠中）    ５０秒３５１ 

高城 里紗（長泉中)    ５７秒６５８ 

２５０ｍタイム・トライアル 鈴木 奈央（吉原小）     ２８秒３２８ 

   （小学生）  福田 葵（芝川小）     ２９秒５９１ 

    三輪 晶子（長泉南小）    ３０秒４６７ 

    三輪 勇仁（長泉南小）    ３８秒９２７ 

 

 

県内選手の結果 
平成１９年度静岡県高等学校自転車競技新人大会 
ロード競技 １１月４日(日)日本サイクルスポーツセンター５ｋｍサーキット 

 

 １位 菅原 優太(修工) ５７分２４秒 

 ２位 杉山 拓夢(静北) ５７分２４秒 

  ３位 森田 将仁(興誠) ５７分２７秒 
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トラック競技 １１月１８日(日)静岡競輪場 

1ｋｍタイムトライアル             スプリント 
１位 稲葉 洋貴（星陵）1 分１３秒７１ １位 御園井杜充（興誠）  
２位 三輪 哲也（島学）   ２位 三輪 哲也（島学）  
３位 由比藤丈明（静北）   ３位 高橋 一輝（興誠）  

ケイリン                   スクラッチ 
１位 菅原 裕太（修工）   １位 志田 和磨（翔洋）  
２位 稲葉 洋貴（星陵）   ２位 稲葉 洋貴（星陵）  
３位 由比藤丈明（静北）   ３位 御園井杜充（興誠）  

１６ｋｍポイント・レース            ３ｋｍｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｭｱﾙ･ﾊﾟｰｼｭｰﾄ 
１位 森田 将仁（興誠）   １位 森田 将仁（興誠）４分００秒３７ 
２位 杉山 拓夢（静北）   ２位 栗原健一郎（星陵）  
３位 栗原健一郎（星陵）   ３位 杉山 拓夢（静北）  
 
 

日本スポーツマスターズ２００９ in 静岡 

 

日本スポーツマスターズ大会は、第１回の神奈川大会はトラック競技でしたが、昨年の広島大会よりロード競技

が行われ、滋賀大会・高知大会と続きます。静岡でも公道での大会を目指しておりましたが、候補地が見つから

ず、サイクルスポーツセンターでの実施となりました。トラック競技を復活させ、ロード競技も恐怖の５ｋｍコ

ース以外のクリテリウム、タイムトライアル、ヒルクライム等なにか新しい種目をと考えています。 

つきましては、選手の方々のご意見も参考にして準備していきたいと思っています。下記のとおり意見交換会を

おこないますのでぜひご参加ください。師走の慌しい時期ではありますが「２００９日本スポーツマスターズ in

静岡」を成功させるために、みんなで一緒につくっていきましょう。 

なお、会場の準備の都合上、参加希望の方は１１月３０日（金）までに事務局までご連絡ください。 

また、当日参加できない方でもご意見等ありましたら連絡お待ちしています。（電話・FAX・メール） 

記 

 

日 時：平成１９年１２月１６日（日）１４：００～１７：００ 

会 場：静岡競輪場 あおい会館２階会議室 

  

 

 

編集後記 

１１月３日・４日、「全日本チーム対抗」「四日市サイクルスポーツフェスティバル（全国ジュニア自転車競技大

会）」「県高体連新人戦ロード」等大会がたて込み、競技役員の方々には連休返上でご協力いただき、ありがとう

ございました。選手の皆さん、私たちは選手の熱い走りからパワーをもらえるのですが・・・・・・・・。 

記憶に残る走りを期待します。 

また、高校３年生は進路についての大切な時期かと思います。高校卒業と同時に自転車も卒業することが多いよ

うですが、仕事をしながら国体に出場する選手、６０･７０歳代でも元気に大会に参加して楽しんでいる選手もい

ます。みなさんもそれぞれの楽しみ方で（ロードレースに出るもよし、ツーリングを楽しんだり、審判になった

りと）永く自転車と関わってほしいと思います。(事務局) 
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