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神奈川県自転車競技連盟

月　　日 曜　日 主催・主管 事業内容 場　所

4月11日・12日 土・日 強化練習会 小田原競輪場

4月19日 日 強化練習会 小田原競輪場

4月25日・26日 土・日 県高体連 県総体兼関東大会予選会（トラック） 平塚競輪場

4月27日 月 県高体連 県総体兼関東大会予選会（ロード） 相模原ギオンスタジアム

4月29日 水 ３級審判員、チーム・アテンダント講習会 かながわ県民センター

5月3日 日 強化練習会 小田原競輪場

5月4日 月 記録会 小田原競輪場

5月30日 土 県高体連 県総体兼関東大会予選会1日目（トラック） 平塚競輪場

5月31日 日 第１回国体選手選考会 平塚競輪場
6月5日～7日 金～日 高体連関東ブロック 関東高校自転車競技選手権大会 山梨県境川自転車競技場

6月8日 月 高体連関東ブロック 関東高校自転車道路競走大会 群馬ＣＳＣ６Kmサーキット

6月6日 土 県高体連 県総体兼関東大会予選会2日目（トラック） 平塚競輪場

6月8日 月 県高体連 県総体兼関東大会予選会（ロード） 未定

6月13日 土 強化練習会 小田原競輪場

6月14日 日 第５１回一都三県対抗自転車競技大会 小田原競輪場
6月18日 木 JCF 全日本選手権自転車競技大会　ロード・タイムトライアル 広島県三原市

6月19日～21日 金～日 JCF 全日本選手権自転車競技大会　ロードレース 広島県三原市
6月22日 月 ＪＣＦ ＪＣＦ評議員会 品川区自転車総合ビル

6月27日 土 強化練習会 平塚競輪場

6月28日 日 第２回国体選手選考会 平塚競輪場
6月27日 土 県スポーツ協会 神奈川県スポーツ協会評議員会 県立スポーツ会館会議室

6月27日、28日 土・日 JCF ＪＯＣジュニアオリンピックカップ（トラック） 長野県美鈴湖自転車競技場

7月1日 水 競技力向上委員会 かながわ県民センター

7月8日 水 令和２年度第１回理事会 かながわ県民センター

7月11日 土 強化練習会 小田原競輪場

7月12日 日 記録会（国体選手選考会予備日） 小田原競輪場

7月12日 日 東京都車連 第72回関東自転車競技選手権大会 立川競輪場

7月23日 木 強化練習会 平塚競輪場
7月25日～29日 土～水 JOC 2020東京オリンピック自転車競技 ロードレース 東京都～神奈川県～山梨県～静岡県
7月27日～28日 月・火 JOC 2020東京オリンピック自転車競技マウンテンバイク 静岡県伊豆市サイクルスポーツセンター
7月30日～31日 木・金 JOC 2020東京オリンピック自転車競技BMXレース 東京都有明アーバンスポーツパーク

8月1日～2日 土・日 JOC 2020東京オリンピック自転車競技BMXフリースタイルパーク 東京都有明アーバンスポーツパーク
8月3日～9日 月～日 JOC 2020東京オリンピック自転車競技トラックレース 静岡県伊豆市ＩＺＵベロドローム

8月8日～10日 金～月 選手強化合宿 長野県美鈴湖自転車競技場
8月20日～23日 木～日 全国高体連 全国高等学校総合体育大会自転車競技大会（トラック） 石川県内灘自転車競技場

8月24日 月 全国高体連 全国高等学校総合体育大会自転車競技大会（ロード） 石川県志賀町特設コース
8月22日～23日 土・日 JCF ＪＯＣジュニアオリンピックカップ（MTB）/全国ユース選抜 長野県白馬村

8月26日～30日 水～日 ジュニア夏季ロード強化合宿 山梨県西湖周辺

8月26日～9月2日 水～水 大韓連盟 ツール・ド・ＤＭＺ選手派遣（競技8/28～9/1） 韓国
9月11日 金 JCF 第55回全国都道府県対抗⾃転⾞競技⼤（ロード） 三重県いなべ市

9月12日～13日 土・日 JCF 第55回全国都道府県対抗⾃転⾞競技⼤（トラック） 三重県四日市市
9月12日～13日 土・日 JCF 日本スポーツマスターズ2020愛媛大会 愛媛県松山市松山競輪場
9月20日～21日 日・月 JCF 2020秩父ＢＭＸ国際大会 埼玉県秩父市秩父滝沢サイクルパーク

9月19日～22日 土～火 国体強化合宿 未定

9月27日 日 強化練習会 小田原競輪場

10月 土・日 強化練習会／記録会 未定
10月3日～4日 土・日 JCF 全日本選手権自転車競技大会　BMXレース 新潟県上越市金谷山公園BMX場

10月7日 水 JCF 第75回国民総合体育大会自転車競技（ロード） 鹿児島県大隅広域特設ロードコース

10月8日～12日 木～日 JCF 第75回国民総合体育大会自転車競技（トラック） 鹿児島県南大隅町根占自転車競技場

10月9日～11日 金～日 JCF 全日本選手権自転車競技大会　MTB 秋田県仙北市田沢湖
10月21日～25日 水～日 JCF 第88回全日本選手権自転車競技大会　トラック（エリート） ＴＢＤ

10月25日 日 関東連合 高石杯第55回関東地域道路競走大会 群馬ＣＳＣ６Kmサーキット
10月31日～11月1日 土・日 全国高体連 日韓対抗自転車競技大会 群馬県グリーンドーム前橋

10月 日 県高体連 県高体連新人戦（トラック） 未定
11月1日 日 四日市全国ジュニアロード・レース 三重県四日市市

11月 土・日 強化練習会／記録会 未定

11月 日 県高体連 県高体連新人戦（ロード） 未定

12月 土・日 強化練習会／記録会 未定
1月 県スポーツ協会 神奈川県スポーツ表彰式 未定
1月 横浜市体協 横浜市スポーツ表彰式 未定

1月 土・日 強化練習会／記録会 未定

1月17日 日 神奈川県自転車競技選手権トラック大会 未定

2月 土・日 強化練習会／記録会 未定

2月9日～13日 火～土 ジュニア海外ロード合宿 韓国済州島

2月21日 日 神奈川県ロード選手権大会／ソレイユの丘クリテリウム大会 横須賀市長井海の手公園

2月23日 火 ３級審判員、チーム・アテンダント講習会 かながわ県民センター

3月 土・日 ジュニア春季トラック合宿 未定

3月 土・日 強化練習会／記録会 未定
3月 木～日 全国高体連 全国高等学校選抜大会

3月27日 土 令和２年度第２回理事会 神奈川県民センター

(注)太字は本連盟または加盟団体が主催または主管する大会・行事および本連盟が加盟し選手団・代表が参加する大会・行事。
　　それ以外は本連盟の所属選手が出場する大会・行事。　日程の確定または変更が有った場合はホームページに掲載します。
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