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チャレンジ！大分国体は「ここから未来へ新たな一歩」をスローガンに掲げ、
「簡素な中にも、おもてなしの心
のこもった、夢と感動にあふれる大会」を目指して、９月２８日（日）〜１０月２日（木）まで大分県で開催
されます。マスコットキャラクター「めじろん」は大分県の豊かな自然を象徴する県鳥メジロにちなみ
「かわいくてガンバル」一生懸命さを表現しているそうです。
参加する静岡県選手団の声を紹介します。皆様の御声援をお願いします。
【総監督 伊熊勇夫】
低迷する静岡県自転車競技。日々苦慮はしているが結果が出せないのが現状。剣道に「真剣勝負」と言うのが
ある。一閃が直ちに生命にかかわる。勝つこともあればまた負けることもあると呑気な事は言ってはいられな
い。「勝つか負けるかどちらか一つ。負ければ生命が飛ぶ。」真剣に成るとはこんな姿を言う。だからどんな
小さな事でも生命をかけて真剣にやらなければならない。勝つには勝負に対する執着が必要に成る。日々、目
的に向かってイメージせねばならない。北京オリンピックの陸上、水泳のリレーで銅メダル。思いを結集させ
努力すれば夢が現実になる。「自分には自分の走りがある！」選手はそれを早く見つけ、スタッフはそれを引
き出させる。全員で頑張ると言う気持が大切である。皆様のご声援を宜しくお願いします。
【成年監督 帯金章太郎（星陵高・教）
】
今回、国体の成年監督になりましたが、少年を含めて県選手団として心を一つにし、結果を残すために積極的
な姿勢でレースに臨んでいきたいと考えています。今年は昨年と比較してメンバーが大幅に変更になり世代交
代の感がしています。
「失うものはない、上を目指すのみ」を合い言葉に天皇杯得点をあげたいと思います。声
援をよろしくお願いします。
【少年監督 山本明弘（興誠高・教）】
今年も、少年監督として国体に参加させていただきます。ともかくよりよい成果が出せるよう、全力でバック
アップしていきたいと考えています。今年の静岡県選手団は、チームスプリントも団抜きも、それぞれの選手
が役割を果たせば、入賞の力をもっていると思います。選手・スタッフ一丸となって成果を出したいと思いま
すので、応援お願いいたします。
【総務 柳生金二郎（JFE ﾃｸﾉﾌｪﾆｯｸｽ㈱）】
初めての国体参加となります。選手のサポートと一番の応援団として頑張ります。
【成年選手 石田輝（順天堂大）４ｋｍ速度競走 ４ｋｍ団体追抜競走 個人ロード･レース】
県の代表として恥じない走りをしてきたいと思います。
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【成年選手 大塚潤（CLUB viento）ポイント・レース ４ｋｍ団体追抜競走 個人ロード･レース】
国体では実業団のレースとは違う走りが求められ、厳しい戦いになると思いますが、静岡県の代表として誇り
を持って戦ってきたいと思います。
【成年選手 塩田公一（塩田建築）スプリント チーム・スプリント】
大分国体スプリントに参加する塩田です。最近アマチュアの大会に参加させてもらっています。
初めてのディスクやハンドルのセッティング、大会での遠征など戸惑いと不安はありましたが、もう大丈夫で
す。国体には自分なりにノルマを立てて望みたいと思います。体調管理はもちろんモチベーションも上げてい
きたいです。そして目標として最低入賞・・・いや、最高で優勝を目指して力を出し切ってきます。
頑張って結果を出してくるので応援宜しくお願い致します。
【成年選手 山河友貴（ﾏｯﾄﾍﾞﾛｰﾁｪ ARIAKE）1ｋｍタイム・トライアル ４ｋｍ団体追抜競走】
大分の温泉のようなアツい走りで入賞目指してがんばりますので、応援よろしくお願いします!!
【少年選手 菅原裕太（修善寺工高）ケイリン チーム・スプリント】
国体では、個人種目で上位に食い込めるように頑張っていき、悔いの残らないレースをしたいと思っています。
チーム戦でも足を引っ張らないように頑張ります。応援よろしくお願いします。
【少年選手 杉山拓夢（静岡北高）ポイント・レース ４ｋｍ団体追抜競走 個人ロード･レース】
少年として出場できる最後の大きな大会となると思うので悔いが残らぬよう頑張りたいと思います。
【少年選手 御園井杜充（興誠高）1ｋｍタイム・トライアル チーム・スプリント 個人ロード･レース】
国体に出場する種目は、１ｋｍタイムトライアル・チームスプリント・ロードレースです。県代表として恥ず
かしくないように、しっかりと練習をして、大会までに調整して、最高の状態で挑み上位を目指し頑張ります。
【少年選手 三輪哲也（島田学園高）スプリント チーム・スプリント】
国体に出場するのは初めてですが、今までの練習の成果を出してベストを尽くしたいと思います。
【少年選手 望月竜輝（星陵高）４ｋｍ速度競走 ４ｋｍ団体追抜競走】
自分の力を出し切り、まずは目の前の一勝を目指します。予選を突破し、準決勝も勝ち上がりたい。
とにかく精一杯の走りをしていきたいです。

県内選手の結果
【第４３回全国都道府県対抗自転車競技会】
8 月 24 日(日)新潟・南魚沼市
ロード・レース

（距離 120ｋｍ(30km×4 周) 出走人数 88 名 途中棄権 58 名）
9位

大塚 潤(CLUB viento) 3 時間 01 分 55

ＤＮＦ

平塚 吉光(ﾊﾟｰﾙｲｽﾞﾐ･ｽﾐﾀ･ﾗﾊﾞﾈﾛ)

【第６４回全日本大学対抗選手権自転車競技大会】
8 月 28 日（木）〜31 日(日) 長野･松本市 かりがね自転車競技場、
スプリント

予選敗退

遠藤 勇貴（愛産大） 11 秒 72

ケイリン

敗者復活戦敗退

遠藤 勇貴（愛産大）

ロード･レース

大町市美麻周回コース（距離 163.8km スタート人数 166 名 途中棄権 147 名）
ＤＮＦ

石田 輝（順大）

ＤＮＦ

河合 祐一郎（東海大）

【第４０中部８県対抗自転車競技選手権大会】
9 月 6 日（土)

石川県 県立自転車競技場

トラック総合 2 位（得点 82 点）
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1ｋｍT･T

4位

山河 友貴（１分 12 秒 780）

5 位 御園井杜充（1 分 14 秒 298）

スプリント

4位

塩田 公一

4 位 三輪 哲也

4ｋｍ速度競走

2位

石田 輝

3 位 望月 竜輝

ケイリン

6位

遠藤 勇貴

4 位 菅原 裕太

ポイントレース

4位

大塚 潤（10 点）

6 位 杉山 拓夢（1 点）

5位

宗野 薫（4 点）

DNF 森田 将仁

4ｋｍﾁｰﾑﾊﾟｰｼｭｰﾄ

4 位（山河友貴 大塚潤 石田輝 杉山拓夢）4 分 57 秒 023

ﾁｰﾑ･ｽﾌﾟﾘﾝﾄ

4 位（塩田公一 御園井杜充 菅原裕太）1 分 23 秒 443

【第４２回中部８県対抗自転車競技大会道路競走大会】
９月７日（日）

内灘町白帆台ニュータウン特設コース（1 周 2.9ｋｍ×10 周）

ロード総合 優勝（得点 19 点）
3 位 大塚 潤（38 分 46 秒）

2位

杉山 拓夢（39 分 43 秒）

4 位 宗野 薫
県対抗

2 位(得点 101 点)

【第４２回経済産業大臣旗争奪全日本実業団対抗サイクルロードレース大会】
９月７日（日）

岩手県紫波町県道彦部 黒森、佐比内線公道コース

ＢＲ-1（176ｋｍ エントリー数 124 名 完走者 62 名）
3位

野寺 秀徳(ｽｷﾙｼﾏﾉ/ｼﾏﾉﾚｰｼﾝｸﾞ)（伊豆市出身）4 時間 33 分 55

16 位

鈴木 謙一（愛三工業ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ）（富士市出身）

決 定

※ 2008 年ロード世界選手権大会（開催場所 イタリア共和国・ヴァレーゼ 9 月 23 日〜28 日）
日本代表選手団 男子エリート 野寺 秀徳（JPCA・スキル・シマノ）

募

大会のお知らせ

女子、小・中学生男女

【２００８全日本チーム対抗自転車競技大会】
期

日

会

場

１１月３日（月・祝）
日本サイクルスポーツセンター２５０ｍ競技場

申込締切

１０月４日（土）

実施種目

女子チーム・スプリント（他県との編成も可とする）
女子５００ｍタイム・トライアル
女子２００ｍフライング・タイム・トライアル
中学生男女５００ｍタイム・トライアル
小学生男女２５０ｍタイム・トライアル

賛助金

集！

女子３，０００円
小・中学生１，０００円（臨時登録料含む）

※ 小・中学生には自転車の貸出も可。（車種は２４吋ロードレーサー）

3

競技役員募集のお知らせ
【平成２０年度静岡県高等学校自転車競技新人大会】
（いずれも１０月５日（金）までに事務局まで申し込んでください。）
ロード競技
会

場

日本サイクルスポーツセンター５ｋｍサーキット

期

日

平成２０年１１月８日（土） 《雨天決行》

競技日程

募集人数

監督会議

１２：００

役員打合せ

１２：３０

開会式

１３：００

ＣＳＣ入場

１３：３０

試走

１４：３０

競技開始

１５：００

閉会式

１６：３０

５〜６名（一般競技役員）

トラック競技
会

場

静岡競輪場

期

日

平成２０年１１月１６日（日） 《雨天決行》

競技日程

募集人数

監督会議

７：２０

役員打合せ

７：３０

開会式

８：００

競技開始

８：３０〜

閉会式

１７：００

１５名（一般競技役員)

【２００８全日本チーム対抗自転車競技大会】
募集人数

１０名

期

日

１１月３日（月・祝）

会

場

日本サイクルスポーツセンター２５０ｍ競技場

申込締切

１０月４日（土）

宿

サイテル

舎

２００８年愛好会等練習日予定

静岡競輪場愛好会練習日

ＣＳＣ愛好会練習日

静岡市自転車競技連盟練習日

＜トラック＞
１０月２６日(日)

１０月４日１１日１８日

１１月１日１５日２９日

１０月１９日(日)

１１月３０日(日)

１２月６日１３日２０日

１月１０日１７日３１日

１１月 ２日(日)

１２月２８日(日)

２月７日１４日２１日

３月７日１４日２１日

１２月２１日(日)

１月２４日(土)
２月２２日(日)

＜ＭＴＢ＞

２月 １日(日)

講師：小林加奈子氏（ｱﾄﾗﾝﾀｵﾘﾝﾋﾟｯｸ日本代表）

３月２９日(日)

１０月１８日(土)１９日(日)

１３：００〜

１１月２３日(日)２４日(月)
１２月２０日(土)２１日(日)
１月１０日(土)１１日(日)
３月１４日(土)１５日(日)
日本サイクルスポーツセンター
自転車競技振興部
TEL 0558-79-0004
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２月１５日(日）
３月１５日(日)
１２：３０〜１５：３０

