
　

1. 競技力向上対策事業
・国体強化事業

＜日帰り練習＞ 期　　日 4月26日　6月7日　8月2日　10月18日　2月11日　2月21日　

会　　場 静岡競輪場/富士川滑空場

選　　手 記録会上位選手

＜国体選手選考会＞ 期　　日 7月12日（日）

会　　場 静岡競輪場

参加基準 1㎞TT　屋外：1分12秒50以内　屋内：1分10秒50以内

＜岩手遠征＞ 期　　日 8月19日（水）～22日（土）

会　　場 岩手/紫波町

監督・ｽﾀｯﾌ 沼部早紀子/松村友子

選　　手 野寺楓/當名紗恵美

結　　果 女子TS 10位53秒203

500ｍTT 17位野寺楓/26位當銘沙恵美

PR 13位當銘沙恵美/DNF野寺楓

＜県内遠征＞ 期　　日 9月11日（金）～13日（日）

中部8県対抗 会　　場 伊豆CSC(伊豆ﾍﾞﾛﾄﾞﾛｰﾑ/5ｋｍｻｰｷｯﾄ）

監 督 岩﨑孝雄/井上正継/鈴木健太郎

成年選手 鈴木康平/鈴木陸来/蠣崎藍道/髙原渓人

少年選手 松本京太/吉元大生/勝呂真至/坂野龍太郎

女子選手 野寺楓/當名紗恵美

＜強化合宿＞ 期　　日 9月19日（土）～20日（日）

会　　場 静岡競輪場

監 督 岩﨑孝雄/井上正継/鈴木健太郎

成年選手 鈴木康平/鈴木陸来/蠣崎藍道/髙原渓人

少年選手 松本京太/吉元大生/勝呂真至/坂野龍太郎

＜現地合宿＞ 期　　日 9月25日（金）～26日（土）

会　　場 和歌山競輪場

参 加 者 国体監督・選手

・ジュニア育成・強化事業

＜日帰り練習＞ 期　　日 4月26日　6月7日　8月2日　9月20日　10月18日　2月21日　

会　　場 静岡競輪場

選　　手 中・高校生

＜クリテリウム記録会＞ 期　　日 2月11日（木・祝）

会　　場 富士川滑空場

参加者数 50名

2. 自主事業
・中部8県対抗自転車競技大会 期　　日 ﾄﾗｯｸ競技　9月11日(金）12日(土）/　ﾛｰﾄﾞ競技9月13日(日）

少年・成年選手参加 会　　場 伊豆CSC(伊豆ﾍﾞﾛﾄﾞﾛｰﾑ/5ｋｍｻｰｷｯﾄ）

参 加 者 仁藤秀、山本哲也、髙橋伸成　（少年1名、成年2名）

3. 第70回国民体育大会選手派遣事業 期　　日 9月25日(金）～10月1日（木）

（2015紀の国わかやま国体） 会　　場 和歌山/印南町・和歌山市

監 督 岩﨑孝雄/井上正継/鈴木健太郎

鈴木康平/鈴木陸来/蠣崎藍道/髙原渓人　

松本京太/吉元大生/勝呂真至/坂野龍太郎

結　　果 総合36位 10点 /TP21位　TS16位

1kmTT 少年9位松本京太/成年12位鈴木康平/

KE 少年敗復敗退坂野龍太郎/成年2回戦敗退鈴木陸来　

4速少年予選敗退勝呂真至/成年予選敗退蠣崎藍道

PR少年予選敗退吉元大生/成年予選敗退髙原渓人

RR少年･成年DNF蠣崎藍道/髙原渓人/勝呂真至
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4. 体育協会 　

・スポーツ医･科学活用事業 期　　日 1月17日（日）

会　　場 静岡競輪場　あおい会館

講　　師 西川明華氏：ｱｽﾚﾁｯｸﾄﾚｰﾅｰ、鍼灸師、按摩ﾏｯｻｰｼﾞ師

森田保夫氏（鍼灸師、健康運動士）

内　　容 セルフマッサージ指導

受 講 者 51名その他保護者+各校顧問

・国体報奨事業 内　　容 バイク誘導指導/栄養費/昼食費/水その他

5. ＪＫＡ補助事業
・中部8県対抗自転車競技大会 期　　日 ﾄﾗｯｸ競技　9月11日(金）12日(土）/　ﾛｰﾄﾞ競技9月13日(日）

会　　場 伊豆CSC(伊豆ﾍﾞﾛﾄﾞﾛｰﾑ/5ｋｍｻｰｷｯﾄ）

参加者数 トラック競技

76名（成年男子38名、少年男子32名、女子7名）

ロード競技

61名（男子54名、女子7名）

・ワンデイトラックレース　ウインターシリーズ戦

期　　日 12月12日（土）2月13日（土）　3月5日（土）

会　　場 伊豆ベロドローム

内　　容 TT、SP、KR、PR、SH、IP、TS、TP

参 加 者 333名（第1戦102名、第2戦128名、第3戦103名）

6. 対 象 者 鈴木康平（法政大学）/鈴木奈央（日本競輪学校）

スポーツ推進事業

7. アジア選手権自転車競技大会 期 日 1月26日(火）～30日(土）

・トラックレース 会 場 伊豆ベロドローム

来場者数 5日間合計8,935名（26日1,120名/27日1,720名/28日1,851名

29名1,928名/30日2,316名）

8. 主管事業
・2015清水町ゆうすいクリテリウム大会

期　　日 10月25日（日）

会　　場 卸団地内特設コース（1周930ｍ）

9. イタリア関連事業
・イタリア国ウリフリ・ヴェネチア・ジュリア州サイクリング大会調査研究業務
・イタリア国ウリフリ・ヴェネチア・ジュリア州交流記念自転車ジャージ作成業務

10.その他協力事業
・日本サイクルスポーツセンター事業

　　＜2014　Challenge The Izu Velodrome＞

期　　日 4月13日（日）　5月11日（日）　6月8日（日）　

9月15日（月・祝）　11月3日（月・祝）

会　　場 伊豆ベロドローム

　　＜ＣＳＣ5時間耐久ロードレース＞

期　　日 7月21日（月・祝）

会　　場 5ｋｍサーキット

　　＜ＣＳＣトラック自転車競技大会2014夏(KID'S～ﾏｽﾀｰｽﾞ）＞

期　　日 7月26日(土)27日(日）

会　　場 伊豆ベロドローム

　　＜ＣＳＣトラック自転車競技大会2014秋(KID'S～ﾏｽﾀｰｽﾞ）＞

期　　日 10月6日（日）

会　　場 伊豆ベロドローム

2020東京オリンピック「ふじのくに」
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10.その他協力事業
・サイクルメッカ伊豆推進協議会

＜ツアー・オブ・ジャパン＞ 期 日 5月24日（土）

＜サイクルフェステバル伊豆2014＞ 会 場 サイクルスポーツセンター

＜伊豆半島一周サイクリング＞ 期 日 9月29日（土）～30日（日）

コ ー ス CSC～天城～河津～妻良～黄金崎～土肥～CSC（177.7km）

11.役員会議
・理事会 期　　日 第1回理事会 1.国体選手選考会について

5月4日 2.JKA補助事業申請について

3.中部8県対抗大会

第2回理事会 1.任期満了に伴う役員選任について

7月11日 2.平成26年度事業報告及び収支決算について

3.平成27年度事業計画及び収支予算について

臨時理事会 1.国体選手選考について

7月12日 2.中部8県対抗大会選考について

第3回理事会 1.平成28年度JKA補助事業要望について

9月13日 2.平成27年度後期事業について

3.名誉役員（顧問依頼）について

4.イタリアのグランフォンド報告について

第4回理事会 1.2020年オリンピック決定報告

1月4日 2.2020年オリンピック決定を受けて

3.平成28年度事業計画について

4.アジア選手権大会について

第5回理事会 1.平成28年度競技力向上対策事業について

2月28日 2.平成28年度記録会について

3.名誉会長について

4.アジア選手権大会報告について

5.2020年東京オリンピックについて

・総会 社員総会 1.任期満了に伴う役員選任について

7月11日 2.平成26年度事業報告及び収支決算について

3.平成27年度事業計画及び収支予算について

12.広報 ・ホームページ 随時更新

13.その他 ・役員派遣事業 （公財）日本自転車競技連盟

静岡県高等学校体育連盟自転車競技専門部

（一社）全日本実業団自転車競技連盟

（一財）日本サイクルスポーツセンター

サイクルメッカ伊豆推進協議会

・審判員講習会（3級） 期 日 3月28日(日）

会 場 伊豆ベロドローム会議室ルーム9

講 師 講師　松村正之

合 格 者 17名
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