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第６３回国体についてのお知らせ 

 

＜変更について＞ 

変更前    変更後 

人数 成年選手５名、少年選手５名  → 成年選手４名(５名)、少年選手５名(４名）合わせて９名 

 成年監督・少年監督・メカニシャン各１名→成年監督・少年監督各１名（メカニシャン兼ねる） 

種目 少年エリミネイション・レース → 少年ケイリン 

 

＜国体選手選考について＞ 

参加資格 ・２００８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東海高等学校総合体育大会終了後、顧問会議にて決定する。 

・成年選手については説明会を実施する。詳細については次号にてお知らせします。 

 

平成１９年度 第６回記録会、ジュニア育成・強化のお知らせ 
 

期  日   平成２０年２月２４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 競走競技 

１２：００～１３：００ 昼休み 

１３：００～１５：３０ 競走競技 

※ 競走競技については参加者数により当日朝決定する。 

 

参加申込み  成年は個別に、少年は学校単位で２月１７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。 
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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、２月１７日（日）までに、事務局宛に御連絡ください。 
 

平成１９年度 第７回記録会、ジュニア育成・強化のお知らせ 
 

期  日   平成２０年３月８日(土) 

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 競走競技 

１２：００～１３：００ 昼休み 

１３：００～１５：３０ 競走競技 

※ 競走競技については参加者数により当日朝決定する。 

参加申込み 選手・役員共３月１日（土）までに事務局までご連絡ください。 
 
 

第３３回チャレンジサイクルロードレース大会の申し込み 

実 施 日  ２００８年４月６日（日） 

参加申込み 必要事項（氏名・生年月日・年齢・学校名／勤務先・登録番号）を記入の上､申込者各個人宛 

の返信用封筒（９０円切手を貼り、各個人の住所、氏名を明記）・参加料を添え、現金書留で２月２２日（金）

（必着）までに事務局へ送付して下さい。 

  なお、各種別とも定員になり次第申し込みを締め切るそうですので早めにお送りください。 

参 加 料 Ａ部門 ３,０００円 

継続登録の申請書も同封して下さい。（登録については４ページ参照） 

（参加資格は継続登録申請手続を終了した競技者） 

注 意 事 項 ・やむをえない事情以外の欠場はペナルティの対象となりますので注意してください。 

   欠場する場合は必ず事務局まで連絡してください。 

  ・ライセンスは３月末までには送付しますが、届かなかった場合は連絡ください。 

 

※ カテゴリーＢ部門の申し込みは、選手がＪＣＦへ直接の申し込みになります。 

※ チャレンジサイクルロードレース競技役員募集 

募集人数 １５名  
締 切 日 ２月２２日（金） 
日  程 ４月 ５日（土） ２０：００ 集  合 サイテル 

４月 ６日（日）  ７：００ 業務開始  
１６：００ 業務終了・解散  

会  場 日本サイクルスポーツセンター 
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平成１９年度 全国高等学校選抜自転車競技大会 

 

期  日  ３月２０日（木･祝）～２３日（日） 

会  場  福岡県・北九州市メディアドーム、北九州市若松区竹並バイパス 

出場選手  菅原 裕太(修善寺工高) ケイリン 個人ロードレース 

  稲葉 洋貴（星陵高） ケイリン 

  森田 将仁(興誠高)  ３ｋｍ個人追抜orポイントレース 個人ロードレース 

  杉山 巧夢(静岡北高) ポイントレース 個人ロードレース 

  御園井杜充(興誠高)  スプリント 

  栗原健一郎(星陵高)  ３ｋｍ個人追抜orケイリン 

  池田 巧介(修善寺工高) ポイントレース 個人ロードレース 

～大会の結果～ 
 

２００７ツアー･オブ･タイランド(UCI ｱｼﾞｱﾂｱｰ 2.2) 

１２月１６日～２１日 タイ 

個人総合成績 １５位 平塚 吉光（JPN日本代表） 

 

「シクロクロスミーティング２００７～２００８ 第５戦富士山大会」 

１２月２３日(日)富士宮市麓 朝霧高原 「ふもとっぱら」 
カテゴリー１    カテゴリー２ 
１位  小坂 正則（スワコレーシング）  １位 山本 和弘（キャノンデールＲＴ） 

第１回静岡県自転車競技大会トラック・レース 

 

１月２０日（日）静岡競輪場において行われた「第１回静岡県自転車競技大会」は８歳～６０歳まで９０名弱の参加があっ

た。寒中ではあったが静岡競輪場は自転車競技を愛する選手・審判の皆さんで盛り上がった１日でした。今回は、小学生・

中学生の参加者が増え、またその楽しんで走る姿に今後が楽しみです。 

この大会を皆さんの力で大きく育ててください。 

選手の皆さん、また朝早くから寒さに震えながら業務にあたってくださった役員の皆さんお疲れ様でした。 

（リザルトは静岡県自転車競技連盟ホームページに掲載してあります。） 

 

３級公認審判員講習会 

 

日  時  平成２０年２月２４日（日）９:００～１２:００(講義) １３:００～試験 

会  場  静岡競輪場あおい会館 ２階会議室 

受 講 料  １，０００円（テキスト代込み）当日受領する。 

登 録 料  ６，０００円（２年間） 

申  込  事務局へＴＥＬ・ＦＡＸ・メールにて２月２０日(水)までに連絡のこと 
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４００ｍタイム・トライアル 

少年Ｃ（男子ﾛｰﾄﾞ） 1位 石川将豊  37秒32  少年Ｃ（女子ﾛｰﾄﾞ） 1位 鈴木奈央  39秒90 

少年Ｂ（男子ﾄﾗｯｸ） 1位 高木義基  33秒37  少年Ｂ（男子ﾛｰﾄﾞ)  1位 山本洋平  36秒53 

少年Ｂ（女子ﾛｰﾄﾞ） 1位 高城里紗  43秒31  成年Ａ（ﾛｰﾄﾞ) 1位 望月亮   39秒84 

成年Ｃ（ﾄﾗｯｸ)   1位 松下雄一  32秒32  成年Ｃ（ﾛｰﾄﾞ) 1位 山本哲也  34秒91 

成年Ｄ（ﾄﾗｯｸ)  1位 松浦喜世美 33秒96  成年Ｆ（ﾄﾗｯｸ） 1位 小野田祐子 36秒71  

１ｋｍタイム・トライアル 

少年Ａ   1位 三輪哲也 1分15秒12 少年Ｂ（男子ﾄﾗｯｸ） 1位 高木義基 1分26秒58少年Ｂ（男子ﾛｰﾄﾞ） 

1位 山本洋平 1分26秒60 少年Ｂ（女子ﾛｰﾄﾞ） 1位 高城里紗 1分51秒76 

少年Ｃ（男子ﾛｰﾄﾞ） 1位 石川将豊 1分36秒50 少年Ｃ（女子ﾛｰﾄﾞ） 1位 鈴木奈央 1分40秒73 

成年Ａ（ﾄﾗｯｸ）  1位 遠藤勇貴 1分18秒01 成年Ｂ（ﾄﾗｯｸ） 1位 平島隆  1分26秒99 

成年Ｃ（ﾄﾗｯｸ）  1位 渥美守弘 1分19秒52 成年Ｃ（ﾛｰﾄﾞ） 1位 山本哲也 1分26秒90 

成年Ｄ（ﾄﾗｯｸ）  1位 北川悦孝 1分28秒50 

スプリント 

少年Ａ 1位 三輪哲也    成年Ａ     1位 落合達彦    成年Ｂ 1位 松下雄一 

成年Ｃ 1位 松下雄一    成年Ｄ・Ｅ 1位 吉原実 

ケイリン 

少年Ａ 1位 稲葉洋貴  成年Ａ    1位 栗田雄矢   成年Ｂ 1位 高橋幸太  

成年Ｃ  1位 栗原勉  成年Ｄ・Ｅ  1位 松浦喜世美   

１０ｋｍポイント・レース   １６ｋｍポイント・レース 

1位 高橋秀樹 25点    1位 大塚友貴 15点 

 

 

競 技 者 ･審 判 員 登 録 に つ い て  

 

1. 競技者登録 入会金(新規・再登録) 500円 

登録費(一般)  4,000円 記録会参加費500円／1回 

登録料(高校生)  5,000円 入会金及び記録会参加費込み 

登録料(県内登録のみ) 2,000円 記録会参加費500円／1回 

＊未登録者  記録会参加費 1,500円／1回 

受付期間 (継続)  2008年2月1日～3月29日まで 

＊上記以降の申込は再登録扱いになります。 

2. 審判登録  登録料   6,000円(2年) 

(競技者登録の方  4,000円） 

3. 登録方法  現金書留で事務局までお願いします。 

(高校生については学校毎に取りまとめてください) 

＊ 新申請用紙は2枚綴りです。(そのまま送ってください) 

4. 再発行について 80円切手6枚を同封のうえ申込む。 受領後発行する 


