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記録会中止のお知らせ
１月２５日（日）予定の第７回記録会は競輪場の走路補修工事のため中止となりました。

第２回 静岡県自転車競技大会トラック・レースのお知らせ
昨年より実施している静岡県自転車競技連盟主催の大会を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門より入場できます。
応援もスタンド席でゆっくりできます。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。

第２回

静岡県自転車競技大会トラック・レース 実施要項

1.

主

旨

自転車競技人口の増加を目指し､選手強化と愛好者の普及奨励を図る。

2.

主

催

静岡県自転車競技連盟

3.

主

管

静岡県自転車競技連盟

4.

後

援

（財）静岡県体育協会（申請中） （財）日本自転車競技連盟（申請中）

5.

期

日

平成２１年２月１１日（水・祝）

6.

会

場

静岡競輪場
〒422-8021 静岡県静岡市小鹿 2 丁目 9 番 1 号

7.

競技種目

エントリーは１人２種目まで（少年Ｂ・Ｃはタイム・トライアルのみ）

【トラックレーサー部門】
４００ｍタイム・トライアル（成年の部Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｆ 少年の部Ｂ・Ｃ）
１ｋｍタイム・トライアル（各種別）
スプリント（各種別上位 2 名での決勝、3〜5 位順位決定戦）
ケイリン（成年Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｆ 少年Ａ）
（スプリント・ケイリンは各種別５名未満の場合は他の種別と混合する場合がある）
１６ｋｍポイント・レース
１０ｋｍポイント・レース
（１６ｋｍポイント・レースについて少年Ａは 1ｋｍＴＴが１分２０秒以内の選手、
２０秒を越える選手は１０ｋｍポイント・レースをエントリーのこと）
（成年は制限なし）
【ロードレーサー部門】
４００ｍタイム・トライアル（成年の部Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｆ 少年の部Ｂ・Ｃ）
１ｋｍタイム・トライアル（各種別）
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8.

種

別

①成年の部 Ａ(19〜29 歳) Ｂ(30〜39 歳) Ｃ(40〜49 歳) Ｄ（50〜59 歳）
Ｅ(60 歳以上) Ｆ（女子）
②少年の部 Ａ(高校生)

9.

競技日程

7：00〜 8：10

練習

7：30〜 8：00

受付

8：15

開会式

8：30〜16：15

競技

16：30〜
10. 競技規則

Ｂ(中学生) Ｃ(小学生)

表彰式・閉会式

(財)日本自転車競技連盟２００８年度版｢競技規則｣と大会特別規則により
実施する。

11. 表

彰

各種目とも１位〜３位までの競技者に賞状を授与する。
参加者が 5 名未満の場合は 1 位のみ表彰する。
ただし少年Ｂ・Ｃについては男女別表彰とする。

12. 参加資格

① 登録者
② 県内に居住・勤務・在学する小学生以上
③ 県登録者の推薦する県外選手

13. 申込方法

平成２１年１月１７日(土)までに申込用紙に必要事項を記入のうえ参加料を
添えて下記まで現金書留にて申し込むこと。
〒421−3301 静岡県富士市北松野 620-2 松村正之方
静岡県自転車競技連盟事務局 ℡ 0545-85-3128

14. 参加料

登録者（JCF・県内）：成年 1,000 円、少年Ａ800 円、少年Ｂ600 円
未登録者・県外選手：成年 2,000 円、少年Ａ1,600 円、少年Ｂ1,200 円、
少年Ｃ600 円

15. その他

① 競技中の事故について応急処置は行なうが、その後の処置は参加者本人
の責任とする。
② スポーツ傷害保険は必ず各自加入し健康保険証を持参すること。
③

参加者はＪＣＦ公認ヘルメット（シール付）の装着を義務付ける。
ただし、小学生の場合は保護者の責任において、未公認ヘルメットでも出走を認める。

④

検車は行わないが、日本自転車競技連盟の競技規則集に合致したトラック･レーサーお
よびロード･レーサーで参加のこと。
大会当日、整備不良の場合は出走を取り消すことがある。

⑤

走路保護のため、走路内はレーサーシューズでの歩行は禁止のため運動靴を持参のこと。

⑥

参加人数によってはプログラムに変更する場合がある。

⑦

ゴミは各自持ち帰ること。

⑧

静岡競輪場は場外開催がないため正面入場門より入場できる。

⑨

リザルトは後日当協会ホームページに掲載する
http://www.shizuoka-cf.com/

役員募集
期

日

平成２０年２月１１日（水・祝）

集

会

場

静岡競輪場

申込締切
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合

７時３０分
１月１７日(土)

県内選手の結果
平成２０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８日(土)日本サイクルスポーツセンター５ｋｍサーキット

男子（３０ｋｍ）
１位 菅原 優太（修工） ５９分１０秒
２位 森野 葵 （修工） ５９分１０秒（着順で決定）
３位 山本 洋平（修工） ５９分１１秒
女子（２０ｋｍ）
１位 杉澤 彩 （星陵） ３８分５１秒
２位 鈴木 瑠子（翔洋）
トラック競技

１１月１６日(日)静岡競輪場

1ｋｍタイムトライアル
１位 菅原 優太（修善寺工)

スプリント
1 分１２秒２４

２位 森野 葵 （修善寺工)

１位 菅原 優太（修善寺工)
２位 山本 洋平（修善寺工)

３位 中村 翔一（静岡北）

３位 渡邉 大貴（島田学園）

ケイリン

スクラッチ

１位 菅原 裕太（修善寺工）

１位 森野 葵 （修善寺工)

２位 田京 紀之（修善寺工）

２位 田京 紀之（修善寺工）

３位 中村 翔一（静岡北）

３位 中村 翔一（静岡北）

１６ｋｍポイント・レース

３ｋｍ個人追抜競走

１位 森野 葵 （修善寺工）３８点

１位 山本 暁 （修善寺工）４分０９秒３９

２位 山本 洋平（修善寺工）２２点

２位 大村 航太（東海大翔洋）

３位 青島健太郎（焼津中央）１０点

３位 波多野克哉（興誠）

５００ｍタイム・トライアル
１位 杉澤 彩 （星陵）４１秒６６
２位 鈴木 瑠子（東海大翔洋）
２ｋｍ個人追抜競走
１位 杉澤 彩 （星陵）３分００秒５４
２位 鈴木 瑠子（東海大翔洋）

シクロクロスミーティング２００８〜２００９

第４戦富士山大会
１２月７日(日) 富士宮市麓 朝霧高原 「ふもとっぱら」

カテゴリー１
１位

辻浦 圭一（ブリヂストン･アンカー）

１１位 大塚 潤（ＣＬＵＢviento）
カテゴリーＬ１
１位

志村 みち子（エキップあずみの）
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２００８全日本チーム対抗自転車競技大会
４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。今回は、２００ｍフライング・タイム・トライアルと女子のチーム・スプリントが加わりました。
また、山口県から参加した中学生が２５０ｍタイム・トライアル（中学生）で素晴らしい記録を出しました。
３年後に国体を控え強化しているとのことですが、県内の高校生も真摯に練習に励めばそれなりの記録が出せる
ことを痛感しました。野寺選手の講演会にもありましたが、可能性を信じ練習に励んでいただければと思いまし
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ています。（理事長）
男子チーム・スプリント
１位
学連チーム（早大）
５０秒２７５
４ｋｍ団体追抜競走
１位
学連チーム（日大）
４分３５秒１１５
１ｋｍタイム・トライアル １位
横関 裕樹（中部･朝日大）
１分０９秒２０４
２５０ｍタイム・トライアル１位
屋良 朝春（実業団ﾁｰﾑ･ﾁｪﾌﾞﾛ）
１９秒１８９
２００ｍフライング・タイム・トライアル
１位
安福 洋徳（中部・早大）
１１秒２３３
女子チーム・スプリント
１位
石川県チーム
３９秒７８２
５００ｍタイム・トライアル１位
松本 世良（倉吉高）
３９秒３４４
（女子）
５位
杉原 彩 （星陵高）
４２秒３０９
１０位 鈴木 瑠子（翔洋高）
４６秒５７７
５００ｍタイム・トライアル
安本 昇平（華陽中）
３７秒６３４
（中学生）
田中 誇士（東中）
３９秒０７４
池田 圭汰（伊東南中）
４１秒７８１
黒田 壮馬（長岡中）
４５秒２５４
小川 美咲（宇佐美中）
４６秒２３３
仙波 はる香（北中）
４８秒５９１
高城 里紗（長泉中）
５０秒６２６
２５０ｍタイム・トライアル
安本 昇平（華陽中）
２０秒７７６
（中学生）
池田 圭汰（伊東南中）
２３秒０６８
黒田 壮馬（長岡中）
２５秒６８６
２５０ｍタイム・トライアル
鈴木 奈央（元吉原小）
２６秒０２３
（小学生）
山田 龍生（韮山小）
２６秒６２０
三輪 晶子（南小）
２８秒０８８
野寺 歩夢（大見小）
２９秒４６１
野寺 楓 （大見小）
３０秒５１２
山田 正汰（韮山小）
３０秒８４２
三輪 勇仁（南小）
３１秒３９６
黒瀬 俊矢（長岡南小）
３３秒０１１
野寺 梓 （大見小）
３４秒６３５
野寺 優真（大見小）
３８秒００５

事務局の住所 １１月１日より富士市北松野６２０‐２になりました

〜事務局〜
「どうしたら強くなったの？」の問いに野寺秀徳選手は「まず学校で一番になろうと思った。次は県で一番に。
そうしたら大学、実業団、ヨーロッパ、現在へと道が開けていった。」と答えてくれました。高校生も自分の可
能性を信じ、それぞれが自分の道を切り拓いてほしいと思います。
今年も忙しい、忙しいといい続けましたが、「忙」は「心を亡くす」という意味があることを知り、これからは
忙しいと言わないように気をつけようと思っています。
皆様、今年一年お疲れ様でした。良いお年をお迎えください。
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