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【総監督 山本 明弘（興誠高等学校）
】
少年スプリントでの田中選手の決勝進出、１ｋｍタイムトライアルでの深瀬選手の入賞と昨年を上回る成績を
残すことができたのをうれしく思います。
それ以上に、今年はチーム、スタッフがまとまっていて全体として、今後につながる成果を得ることができた
と思います。次年度は団体での入賞が期待できそうです。強い静岡目指しがんばりたいと思います。
応援ありがとうございました。
【成年監督 井上 正継（静岡北高等学校）】
成年は平塚選手がＵ２３世界選手権大会の為に欠場しましたので、３名の参加となりましたが、石田選手以外
の２名の選手は大会の雰囲気にのまれ、実力を発揮できなかったように思われました。
また、団体種目についてはどちらか１種目に主力メンバーを集中させ、結果を出せるようにした方がいいと痛
感しました。
ご声援ありがとうございました。
【少年監督 油井 純平（伊豆総合高等学校）
】
この度は、応援有り難うございました。結果は、少年で２名の選手が入賞ということで、昨年を上回る結果を
残すことができました。特に少年男子スプリントに出場した田中誇士については、第２位ということで、よく
頑張ってくれたと思います。他の選手も、力を出し切り、ベストの走りが出来たと思います。今回の結果が、
静岡県の自転車競技の良い刺激に成ればと考えています。
ロード・レース
スプリント
1ｋｍタイムトライアル
ケイリン
4ｋｍ速度競走

成年

石田 輝 〈途中棄権〉

少年

深瀬 泰我〈途中棄権〉 山本 洋平〈途中棄権〉

成年

―

少年

田中 誇士 ２位〈予選３位 １１秒４４９〉

成年

栗原健一郎 ３１位〈１分１３秒５２０〉

少年

深瀬 泰我 ７位〈１分１０秒１２２〉

成年

阿部 徹也 ２回戦敗退

少年

大川 尚土 ２回戦敗退

成年

石田

少年

髙井 啓吾 予選敗退

輝 準決勝敗退
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ポイント・レース

成年

―

少年

山本 洋平 １０位〈５点〉

4ｋｍ団体追抜競走

男子

１３位〈４分４０秒３５８〉石田輝 山本洋平 栗原健一郎 深瀬泰我

チーム・スプリント

男子

２８位〈１分８秒２４３〉大川尚土 田中誇士 髙井啓吾

総合成績

２０位（１８．５点）

急

募！

女子、小・中学生男女

大会のお知らせ
【２０１０全日本チーム対抗自転車競技大会】
期

日

１１月３日（水・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１1 日（月・祝）

申込み締切りが迫っていますので参加希望者は至急ＦＡＸで申し込みください。

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・中学生男女２５０ｍタイム・トライアル

賛助金

女子３，０００円
小・中学生１，０００円（臨時登録料含む）

競技役員募集のお知らせ
【平成２２年度静岡県高等学校自転車競技新人大会】
（いずれも１０月１３日（水）までに事務局まで申し込んでください。
）
トラック競技
会

場

静岡競輪場

期

日

平成２２年１０月２４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

１０名（競技役員)

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２２年１１月６日（土） 《雨天決行》

競技日程

役員打合せ １２：００
競技開始

募集人数

１４：３０

４〜５名（競技役員）
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【２０１０全日本チーム対抗自転車競技大会】
会

場

日本サイクルスポーツセンター２５０ｍ競技場

期

日

１１月３日（水・祝）

募集人数

１０名

申込締切

１０月１1 日（月・祝）

大会の結果
【第６６回全日本大学対抗選手権自転車競技大会】
８月２６日（木）〜２８日(土) 青森県八戸市八戸自転車競技場 ２９日（日）階上町特設ﾛｰﾄﾞﾚｰｽｺｰｽ
チーム・スプリント

５位

順大 〈石川 飯塚 石田輝〉１分０５秒４７７

4ｋｍﾁｰﾑ･ﾊﾟｰｼｭｰﾄ １１位 日体大（岸川 盛田 栗原健一郎 倉林）４分４３分４１０
ロード･レース

（距離１６８ｋｍ スタート人数１５４名 途中棄権１１５名）
３５位

石田 輝（順天堂大）

【第２回全日本ステージ・レース in いわて】
（第１ステージ〜４ステージ 総距離２４９．４ｋｍ）
９月２日（木）〜５日（日）岩手県・八幡平
個人総合順位

５１位

池田圭汰（伊豆総合） ８時間２４分５９秒

ＤＮＦ

山本洋平（伊豆総合）第３ステージ

【第４２回中部８県対抗自転車競技選手権大会】
９月１１日（土)

福井県 福井競輪場

南六呂師特設コース（５ｋｍ×８周回）

トラック総合６位（得点６６点）
少年
スプリント
1ｋｍＴＴ

成年

１位 田中 誇士（伊豆総合）
２位 深瀬 泰我（伊豆総合）

６位 栗原健一郎（日体大）１分１１秒８７０

１分０９秒４０８
4ｋｍ速度競走

３位 髙井 啓吾（興誠）

４位 石田 輝（順大）

ケイリン

２位 大川 尚土（静岡北）

６位 阿部 徹也（日軽金）

ポイント・レース

９位 山本 洋平（伊豆総合）

チーム･スプリント ４位（大川尚土 田中誇士 髙井啓吾 ） １分２１秒５５１
4ｋｍﾁｰﾑ･ﾊﾟｰｼｭｰﾄ

５位（石田輝 栗原健一郎 阿部徹也 深瀬泰我）４分４０秒４５７

【第４３回中部８県対抗自転車競技大会道路競走大会】９月１２日（日）
ロード総合３位（得点５点）
男子個人ロード・レース

６位

石田 輝（順大）

９位

髙井 啓吾（興誠）

静岡県 総合６位（７１点）

【ＡＣＣトラックアジアカップ２０１０タイラウンド】
９月１１日（土）１２日（日）タイ・バンコク ファーマーク自転車競技場（周長３３３．３３ｍ）
女子チーム・スプリント
女子スプリント
女子ケイリン

１位 日本チーム（前田 沼部早紀子）４８秒００７
７位 沼部 早紀子(ﾏｯﾄﾍﾞﾛｰﾁｪ ARIAKE)
８位 沼部 早紀子(ﾏｯﾄﾍﾞﾛｰﾁｪ ARIAKE)
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【第４１回全日本実業団自転車競技選手権大会】
（９月１８日（土）１９日（日）長野県松本市・かりがね自転車競技場）
エリミネィション・レース
ケイリン

１位 森野 葵(ﾏｯﾄﾍﾞﾛｰﾁｪ ARIAKE)
３位 北川 光治(ﾏｯﾄﾍﾞﾛｰﾁｪ ARIAKE)

３位 北川光治(ﾏｯﾄﾍﾞﾛｰﾁｪ ARIAKE)

スクラッチ
５００ｍＴ・Ｔ
ケイリン

４位 森野 葵(ﾏｯﾄﾍﾞﾛｰﾁｪ ARIAKE)
２位 沼部 早紀子(ﾏｯﾄﾍﾞﾛｰﾁｪ ARIAKE)３７秒２０７
２位 沼部 早紀子(ﾏｯﾄﾍﾞﾛｰﾁｪ ARIAKE)

スクラッチ

３位 沼部 早紀子(ﾏｯﾄﾍﾞﾛｰﾁｪ ARIAKE)

【日本スポーツマスターズ２０１０三重大会】
（９月１９日（日）三重県伊勢市三重県営サンアリーナ周辺コース１周３ｋｍ）
５部

１位 澤田 龍之（スズキ）５３分２８秒
２位 髙橋 秀樹（ヤマハ）

【経済産業大臣旗 第４４回全日本実業団対抗サイクルロードレース大会】
（９月２３日（木・祝）伊豆市 日本サイクルスポーツセンター８ｋｍコース）
雨天のため５ｋｍコースに変更
ＴＲ（９０ｋｍ） １２位 平塚 吉光〈シマノレーシング〉２時間３０分３０秒
１５位 大塚
潤（GRUPPO ACQUA TAMA）２時間３０分３２秒

【２０１０年ロード世界選手権大会 男子Ｕ２３】
（１０月１日オーストラリア・メルボルン）１５９ｋｍ 出走１２２名 ＤＮＦ２５名
７０位 平塚 吉光〈シマノレーシング〉４時間０４分０３秒

【第４６回全日本学生自転車競技新人戦東日本大会】
（１０月３日（日）山梨県境川自転車競技場）
1ｋｍＴＴ

６位 栗原健一郎（日体大）１分１２秒３４

ＣＳＣトラック自転車競技大会２０１０秋（ＫＩＤ Ｓ〜マスターズ 競輪選手と一緒に走ろう）
10 月３日（日）心配された雨も降らず秋晴れの過ごしやすい一日でした。6 歳〜7１歳までの自転車競技を愛する皆さんが集
まり、秋の大会（ＫＩＤ Ｓ〜マスターズ

競輪選手と一緒に走ろう）は無事終了できました。今回も日本競輪選手会静岡支部

皆様のご協力で、プロ選手の競輪やタイムトライアル等迫力ある走りを見せていただきました。また、競技終了後はバーベキュ
ーでお腹を満たし、じゃんけん大会で大変盛り上がりました。
選手の皆様、選手会の皆様、競技役員の皆様、お疲れ様でした。ありがとうございました。
また、来年お会いすることを楽しみにしています。
（事務局

松村友子）

この事業は競輪の補助を受けて実施しています。
http://ringring-keirin.jp
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