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第６３回国体についてのお知らせ 

＜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「車連ニュース 2月号」で説明会を実施すると掲載しましたが、人数

把握のため、国体出場希望の選手は、氏名・住所・電話番号を郵送・ＦＡＸ・メールのい

ずれかで４月１３日（日）までに事務局へ連絡してください。後日、返信いたします。 

 

平成２０年度 第１回記録会、ジュニア育成・強化のお知らせ 
 

期  日   平成２０年４月２０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。 

※ 少年１ｋｍタイム･トライアル上位１２名は強化練習 

 

参加申込み  成年は個別に、少年は学校単位で４月１３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 
・ 応援の方は競輪場の開門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。 
・ ごみの持ち帰りの徹底(空缶等)をお願いします。 

http://www.shizuoka-cf.com
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・ 終了後の自転車の積み込みは、裏門より入場して行ってください。高校は学校ごと順番になります。 

・ 静岡鉄道の駐車場前、近隣住宅の前には絶対駐車しないようにお願いします。 

 
役員の参加申込み 

 連絡方法は選手の参加申込みと同様、４月１３日（日）までに、事務局宛に御連絡ください。 
 

第７７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２４日(土)・２５日(日) 

会 場  大阪・関西ＣＳＣ 

参加資格 昨年の全国大会・中部８県大会上位入賞者で、第７７回大会に出場希望者は事務局まで 

連絡ください。 

平成１９年度 全国高等学校選抜自転車競技大会結果 

（３月２０日（木･祝）～２３日（日） 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） 

 

 ケイリン  ２回戦敗退 菅原 裕太(修善寺工高)     

敗者復活戦敗退 稲葉 洋貴（星陵高） 栗原健一郎（星陵高) 

 スプリント  予選敗退  御園井杜充（興誠高)  

 ポイント・レース 予選敗退  池田 巧介（修善寺工高) 杉山 巧夢（静岡北高) 

   予選敗退  森田 将仁（興誠高) 

 個人ロードレース ５９位  森田 将仁（興誠高) 

   ９５位  杉山 巧夢（静岡北高) 

   ＤＮＦ  菅原 裕太(修善寺工高)（落車） 

   ＤＮＦ  池田 巧介（修善寺工高) 

ＪＣＦ 平成２０年度前期大会 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１０日（木）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 5/18～25 5/17～25 堺･奈良･美濃・南信州･富士･伊豆･東京 

ツアー・オブ・ジャパン 5/18～21 5/18～21 堺･奈良･美濃・南信州 

ツアー・オブ・ジャパン 5/23～25 5/22～25 富士･伊豆･東京 

ツアー・オブ・ジャパン 5/18～25 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 5/24～25 5/23～25 大阪・関西 CSC 

全日本個人タイムトライアルロートﾞ 6/8 6/7～8 秋田・大潟 

全日本選手権トラック 6/14～15 6/13～15 群馬・グリーンドーム  

ツール・ド・北海道 9/11～15 9/10～15 北海道・道央他 
希望する執務部署（複数回答可）  

競技役員募集のお知らせ 

【平成２０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２０日(日)（高体連以外の審判員は事務局まで） 
期  日  ５月１０日(土)・１１日(日) 
会  場  静岡競輪場 
日程(予定)  ５月１０日(土) (ﾄﾗｯｸ競技１日目)     ５月１１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 
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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 ５月２５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 

 

【第１２回ツアー･オブ･ジャパン（１２ｔｈ ＴＯＵＲ ＯＦ ＪＡＰＡＮ）】 

申込締切 ４月２４日（木） 

美濃ステージ  南信州ステージ   富士山ステージ 

募集人数 ２名  募集人数 ２名   募集人数 １０名 

大会期日 ５月２０日（火）  大会期日 ５月２1日（水）  大会期日 ５月２３日（金）   

会  場 岐阜県美濃市 会  場 長野県飯田市  会    場 静岡県小山町 

         ふじあざみﾗｲﾝ須走 IC→ 
        富士山須走口５合目 

伊豆ステージ    東京ステージ 
募集人数 １５名    募集人数 ５名 

大会期日 ５月２４日（土）    大会期日 ５月２５日（日） 

会  場 伊豆市 修善寺駅→日本ＣＳＣ 会  場 日比谷ｼﾃｨ前→大井埠頭周回ｺｰｽ  
     

                         
【サイクルフェスタ伊豆２００８・伊豆半島サイクルチャレンジＲｕｎ】 

募集人数 ５名 

大会期日 ５月２５日（日）   
 会  場 伊東競輪場前～土肥松原公園入口 

 

 

２００８年愛好会等練習日予定表 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

静岡競輪場愛好会練習日 

 
４月１３日(日) 
５月 ３日(日) 
６月１５日(日) 
７月 ５日(土) 
８月 ３日(日) 
９月２１日(日) 
１３：００～ 

 

ＣＳＣ愛好会練習日 

＜トラック＞ 

４月５日１２日１９日  ５月１０日１７日３１日 
６月７日１４日２１日  ７月 ５日１２日１９日 
８月２日 ９日２３日  ９月 ６日１３日２０日 
＜ＭＴＢ＞ 

講師：小林加奈子氏（ｱﾄﾗﾝﾀｵﾘﾝﾋﾟｯｸ日本代表） 
４月２７日    ５月２５日 
６月２９日    ７月２７日 
８月３１日    ９月２８日 
詳細はﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http//csc.or.jp 

 

静岡市自転車競技連盟練習日 

 

４月 ６日(日) 
５月１８日(日) 
６月２２日(日) 
７月２７日(日) 
８月１０日(日) 

１２：３０～１５：３０ 
・練習時間は厳守 

（時間前にはﾊﾞﾝｸに入らないこと） 

・ｽﾎﾟｰﾂ安全保険（年間）1,500 円 
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平成２０年度主要大会・静岡県自転車競技連盟事業実施計画（案） 

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

４月６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１３日（日） JBCF 第７回実業団ﾄﾗｯｸ記録会（250ｍ） 日本 CSC（250ｍ） ○ 

４月２０日（月・祝） SCF 第１回 記録会（ｼﾞｭﾆｱ育成・強化） 静岡競輪場   

５月１０日（土）１１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２０日（火） TOJ ﾂｱｰ･ｵﾌﾞ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ 美濃ｽﾃｰｼﾞ 岐阜/美濃 ○ 

５月２１日（水） TOJ ﾂｱｰ･ｵﾌﾞ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ 南信州ｽﾃｰｼﾞ 長野/飯田 ○ 

５月２３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２４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２５日（日） TOJ 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 ○ 

５月２５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２５日（日） ＣＭＩ 伊豆半島横断ｻｲｸﾙﾁｬﾚﾝｼﾞＲｕｎ(仮称） 伊東～土肥 ○ 

６月１日（日） SCF 第２回 記録会（ｼﾞｭﾆｱ育成・強化） 静岡競輪場   

６月１５日（日） JBCF 第５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 ○ 

６月２０日（金）～２２日（日） 高体連 東海高校総体 岐阜/大垣   

７月６日（日） SCF 第３回 記録会（ｼﾞｭﾆｱ育成・強化） 静岡競輪場   

７月６日（日） JBCF 第４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 ○ 

７月１９日（土）２０日（日） CSC CSC ﾄﾗｯｸ自転車競技大会 2008(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２０日（日）～２２日（火） 高体連 静岡県高等学校合同強化合宿 静岡競輪場   

８月１日（金）～５日（火） 高体連 全国高校総体 埼玉/さいたま、秩父   

未定 SCF 国体強化合宿     

８月２４日（日） SCF 第４回 記録会（ｼﾞｭﾆｱ育成・強化） 静岡競輪場   

８月２４日（日)～２６日 高体連 静岡県高等学校新人合同合宿 静岡競輪場   

９月６日（土）～７日（日） 石川県 中部８県対抗自転車競技大会 石川/内灘   

９月１４日(日） SCF 第５回 記録会（ｼﾞｭﾆｱ育成・強化） 静岡競輪場   

９月２０日(土)～２１日(日） JCF 第３９回全日本実業団自転車競技選手権大会 日本 CSC ○ 

９月２８日～１０月２日（木） 大分県 第６３回国民体育大会 大分/日田、別府   

１０月１２日(日） CSC CSC ﾄﾗｯｸ自転車競技大会 2008(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２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３日（祝･月） JCF 2008 全日本ﾁｰﾑ対抗自転車競技大会 日本 CSC（250ｍ） ○ 

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６回 記録会（ｼﾞｭﾆｱ育成・強化） 静岡競輪場   

１月 SCF 第２回静岡県自転車競技大会ﾄﾗｯｸ･ﾚｰｽ） 静岡競輪場   

２月 SCF 第７回 記録会（ｼﾞｭﾆｱ育成・強化） 静岡競輪場   

３月 SCF 第８回 記録会（ｼﾞｭﾆｱ育成・強化） 静岡競輪場   

３月 高体連 平成２０年度全国高等学校選抜大会 福岡/北九州   

 

＜第３３回チャレンジサイクルロードレース大会について＞ 

 

 ライセンスの署名は忘れずに記入してください。 

 ライセンスがまだ届いていない場合は事務局まで連絡ください。 

 やむをえない事情で欠場の場合は連絡ください。 
無断欠場の場合はペナルティの対象となります。 

  

今年の全国選抜大会、１年生の活躍が目立ったようです。 

（T･T、IP 以外の優勝者は全員１年生） 

皆さんも目標を高くもち、あきらめない強い気持で練習に 

励んでください。 

（事務局 松村） 

 


