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平成２０年度 第２回記録会・ジュニア育成強化のお知らせ 
 

期  日   平成２０年６月１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 

９：００～１０：２０ １ｋｍタイム･トライアル ２人発送（全員） 

          １０：３０～１１：１５ ハロン 

１１：３０～１２：００ 競走競技 

１２：００～１３：００ 昼休み 

１３：００～１５：３０ 競走競技・強化練習 

※ 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５月２５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(お弁当の空等)をお願いします。 

・ 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、５月２５日（日）までに、事務局宛に御連絡ください。 
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★ 伊豆まるごと市   9：00～15：00 

特産品販売コーナー、飲食コーナー、観光スポットの案内コーナー、 

新型自転車展示、サイクルグッツの販売 

★ 自転車チャレンジランキング 10：30～14：30 

小学生を対象にした自転車版チャレンジランキング。３種目別入賞者には豪華賞品。 
★ サイクルスポーツショー  ①11：00～12：00 ②14：00～15：00 

ＢＭＸや一輪車の迫力満点のサイクルショー 

★ 訓練披露･模擬レース  13：00～13：45 

北４００ｍピストで競輪学校生徒の厳しい訓練風景・スピード感溢れる模擬レース。 

★ 餅まき   15：00 

 

サイクルフェスティバル伊豆２００８開催 

 

今年もまた、「伊豆サイクルフェスティバル」が開催されます。２４日（土）メインレースの「第１２回ツアー･

オブ･ジャパン 伊豆ステージ」は修善寺駅前から日本サイクルスポーツセンターまではパレード走行となります。

県内選手平塚吉光選手（ﾊﾟｰﾙｲｽﾞﾐｽﾐﾀﾗﾊﾞﾈﾛ）や県内出身選手野寺秀徳選手(ｽｷﾙｼﾏﾉ)、鈴木謙一選手（愛三工業）が

参加し活躍が期待されます。日本サイクルスポーツセンターでは誰もが楽しめるサイクルイベントと伊豆ならで

はの物産展も開かれます。「再来（サイクル）鍋」無料配布、お楽しみ抽選会、餅まき等もあります。 

（当日は入場無料） 

また、２５日（日）は３つの峠越えにチャレンジ！伊豆半島横断サイクリング（伊東温泉競輪場～土肥松原公園） 

がおこなわれます。 

 

 
【第１２回ツアー･オブ･ジャパン 伊豆ステージ】 

コース  修善寺駅前～ＣＳＣ周回コース 

  ８．５km＋（８km×１３周）＝１１２．５km 

時間  ９：００～１３：３０ 

  チーム構成 １６チーム（海外８ 日本８）各チーム選手６名 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
通行規制のおしらせ 

 
修善寺駅商店街    ８：００～９：３０ 

 一般車輌通行進入規制 
県道熱海大仁線（県道 80号線）  ９：００～９：３０ 

 第１２回ツアー・オブ・ジャパンパレード走行中時に交通規制 
スルガ銀行修善寺支店前～伊東商店  ８：５０～９：１０ 

 この間の約５分間を交通規制 
 

 

 

 

伊豆半島横断サイクリング（標高差 738ｍの健脚自慢向けコース） 

  

6:00 ｻｲｸﾙｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ集合、ﾊﾞｽと輸送車にて伊東温泉競輪場へ移動 

  8:00 伊東温泉競輪場ｽﾀｰﾄ 

 15:00 ｺﾞｰﾙ（土肥松原公園） 

 15:30 ﾊﾞｽと輸送車にてｻｲｸﾙｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰへ移動 

問合せは 

日本ｻｲｸﾙｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

伊豆半島横断ｻｲｸﾘﾝｸﾞ係

りまで 

TEL 0558-79-0001 
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大会のお知らせ 

 
【ＣＳＣトラック自転車競技大会２００８夏 (KID’S~ﾏｽﾀｰｽﾞ)】 

 

期  日  平成２０年７月１９日（土）２０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  ６月３０日（月） 
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。 

 

県内選手の結果 

  

【バイクナビ･グランプリ２００８表富士自転車登山競走大会】 

  (４月２７日（日）富士山スカイライン(西臼塚駐車場～新５合目) １６.５ｋｍ 

 

男子エキスパート ７位  佐野 和矢 １時間０分３１秒 

   

【第４２回全日本実業団東日本サイクルロードレース大会】 

 （４月２７日（日）群馬サイクルスポーツセンター ６ｋｍサーキット） 

BR－１（１０８ｋｍ） １２位 大塚  潤（ＣＬＵＢ ｖｉｅｎｔｏ） 
２９位 平塚 吉光（パールイズミスミタラバネロ) 

BR－２（７２km）   ６位 斉藤 健一(ミソノイレーシングチーム)  
女 子 （５４km）  １３位 岡野 尚美（ＳＰＡＤＥ-ＡＣＥ） 

 
【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】 
 （トラック競技５月１０日（土）１１日（日）静岡競輪場 ） 

 

トラック競技 

１ｋｍＴＴ  １位 三輪 哲也（島田学園）１分１１秒１５ 

   ２位 菅原 裕太（修善寺工高） ３位 由比藤 丈明（静岡北高) 

スプリント  １位 三輪 哲也（島田学園） 

   ２位 望月 竜輝 (星陵高) ３位  高橋 一輝（興誠高) 

３ｋｍＩＰ  １位 森田 将仁 (興誠高)３分５２秒６１ 

   ２位 杉山 拓夢（静岡北高） ３位 栗原健一郎（星陵高） 

ケイリン  １位 稲葉 洋貴（星陵高） 

   ２位 菅原 裕太（修善寺工高） ３位 高橋 一輝（興誠高) 

4ｋｍ速度競走  １位 森野  葵（修善寺工高） 

   ２位 由比藤 丈明（静岡北高） ３位 望月 竜輝 (星陵高) 

スクラッチ  １位 三輪 哲也（島田学園） 

   ２位 稲葉 洋貴（星陵高） ３位 栗原健一郎（星陵高） 

16ｋｍﾎﾟｲﾝﾄ･ﾚｰｽ １位 杉山 拓夢（静岡北高）３２点 

   ２位 森田 将仁 (興誠高) ３位 池田 巧介（修善寺工高） 

http://www.shizuoka-cf.com
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4ｋｍﾁｰﾑ･ﾊﾟｰｼｭｰﾄ １位 静岡北高（杉山拓夢 山影真吾 由比藤丈明）４分５１秒３９ 

２位 興誠高（澤田雄樹 井上大輔 加藤佑一 ） 

   ３位 東海大翔洋高（亀山祐史 志田和磨 大村航太 望月俊佑） 

ﾁｰﾑ･ｽﾌﾟﾘﾝﾄ  １位 修善寺工高Ａ（井出裕也 菅原裕太 森野葵）１分２３秒４５ 

   ２位 星陵高Ａ（栗原健一郎 稲葉洋貴 望月竜輝） 

   ３位 興誠高（御園井杜充 高橋一輝 森田将仁） 

 

競技役員募集のお知らせ 

【平成２０年度国体成年選手選考会】 
期  日  平成２０年６月２２日（日） 
会  場  静岡競輪場 
申込締切  ６月１５日（日） 
募集人数    １５名 

  
【ＣＳＣトラック自転車競技大会２００８夏 (KID’S~ﾏｽﾀｰｽﾞ)】 
 

期  日  平成２０年７月１９日（土）２０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  ６月３０日（月） 
募集人数    ２０名 

 

【第５回富士山国際ヒルクライムサイクルロードレース】 

【第５回富士山国際ヒルクライム】 
期  日  平成２０年６月１５日（日） 
会  場  ふじあざみライン（須走口登山道） 
申込締切  ５月２５日（日） 
募集人数  ３名 
宿  舎  遠方者は宿泊可 

 
【第４回全日本実業団富士スピードウェイサイクルロードレース】 
【第４回フレンドシップサイクルフェスティバル ｉｎ富士スピードウェイ】 

 
 期  日  平成２０年７月６日（日） 

 会  場  富士スピードウェイ 

 申込締切  ６月１５日（日） 

 募集人数  ３名 

宿  舎  遠方者は宿泊可 
 

 

静岡市自転車競技連盟練習日の変更のお知らせ 

 

６月２２日（日）→６月２９日（日） 


