
主 旨

主 催

主 管 埼玉県自転車競技連盟

後 援

日 時

但し、国体予選会成年の部は平成２１年７月１０日に実施する。

開 会 式 ６月２０日 ８時３０分 競技開始 ９時

会 場 大宮公園双輪場

競技種目

注：ロードレーサー及び女子競技は県選手権大会及び県民大会のみとする。

競技規則 ２０１０年度（財）日本自転車競技連盟の競技規則によるほか、本大会特別規則による。

参加資格 県内に居住又は在学若しくは在勤する平成２２年度登録競技者で健康であることが証明された者。

参加制限 一人２種目とする。ただし、競走車とロードレーサーの双方に出場してはならない。

競技方法

表 彰 県選手権大会は、各種目１位～６位に賞状、１位～３位にトロフィーを授与する。
参加申込

参 加 料

申 込 先

申込締切 平成２２年６月８日（火） 期日厳守
国体選考
会議

郵便振替口座番号 ００５２０－８－６９４０７ 加入者名：埼玉車連
通信欄に県民大会参加料と明記してください。

〒３４９－０２２１ 埼玉県南埼玉郡白岡町上野田４７７－１６９ 渡邊方 埼玉県自転車競技連盟

国体選考は、各種目、少年と成年に別けて行う。

８月７日(土）に行なう。
成年男子 ５名又は４名、少年男子４名又は５名の９名と予備選手各２名を決定する。

予選日程がすべて他の大会日程と重複している選手で活躍が顕著の場合は、予選参加選手の了承を得て

国体代表選手に選考する場合がある。

ロードレーサー女子 ５００ｍタイムトライアル、２ｋｍ個人追抜き競走

国体参加希望の成年男子で、他県に居住する本県登録者は本県に「ふるさと登録」を必ず行なうこと。

成年の国体選考会は、７月１０日（土）に行なう。参加者が少ない場合は、１ｋｍタイムトライアル、４ｋｍ個人
追抜競走を行い、記録の良い者を選考することもある。

所定の申込書に必要事項を明記し、参加料郵便振替払込控え又はそのコピーを同封し期日までに下記に
申込むこと。電話、ＦＡＸでの申込は受け付けない。

一人 １，５００円(傷害保険料を含む）

「るさと登録」が必要な競技者には登録用紙を郵送するので参加申込書の空欄に【ふるさと登録希望】を明
記すること。

競走車女子

文部科学省 （財）日本体育協会 （財）日本自転車競技連盟

５００ｍタイムトライアル、３ｋｍ個人追抜き競走(高校生は２ｋｍ）

平成２２年６月１９日（土） ～平成２２年６月２０日（日）

ロードレーサー男子 １ｋｍタイムトライアル、４ｋｍ速度競走

国民体育大会の主旨【広く国民の間にスポーツを普及し、アマチュアリズムとスポーツ精神を高揚して国
民の健康増進と体力の向上を図り，併せて地方スポーツの振興と地方文化の発展に寄与するとともに、国
民生活をあかるく」豊かにしようとするものである」に基づき、本年度、千葉県で開催される第６５回国民体育
大会「ゆめ半島千葉国体」の埼玉県予選会を第２３回県民総合体育大会と兼ねて開催し、もって本県スポー
ツの振興に寄与することを目的にするものである。
なお、国体予選会成年の部は、今大会当日と全日本学生選手権チームロードレース大会等の開催と重

なる為、７月１０日（土）に実施する。その日も他競技のため参加できない場合は直近の全国大会成績を
選考対象にする。
今大会は全国都道府県対抗自転車競技大会の代表候補選手選考会を兼ねる

第２３回県民総合体育大会兼第６５回国民体育大会県予選会

兼第４４回埼玉県自転車競技選手権大会実施要項

埼玉県 埼玉県教育委員会 （財）埼玉県体育協会 埼玉県自転車競技連盟

競走車男子
１ｋｍタイムトライアル、スプリント、４ｋｍ速度競走、１６ｋｍポイントレース、ケイリン



競技日程 ６月１９日（土）

開会式 ８時３０分～

１ スプリント予選 ９：３０～

２ 競走車・実用車 １㎞・女子５００ｍタイムトライアル ９：４５～

３ ４㎞速度競走（少年） 予選 １０：４５～

４ ４㎞速度競走（成年） 決勝 １１：００～

５ スプリント １／４ 決勝（少年）（成年） １１：０５～

６ ３㎞速度競走（実用車） 決勝 １１：３０～

７ ４㎞速度競走（少年） 決勝 １１：３５～

８ ２ｋｍインディヴィデﾕアルパーシュート（女子） １１：４０～

昼食

９ ケイリン （少年）予選 １２：２０～

１０ ケイリン （成年）予選 １２：３５～

１１ スプリント １／２ 決勝（少年）（成年） １３：００～

１２ ケイリン （少年）敗者復活戦 １３：２０～

１３ ポイントレース 決勝 １３：３０～

１４ スプリント ５，８位決定戦（少年）（成年） １４：１５～

１５ スプリント 決勝（少年）（成年） １４：２５～

１６ スプリント ３,４位決定戦（少年）（成年） １４：３５～

１７ ケイリン （成年）敗者復活戦 １４：４５～

１８ ケイリン （少年）２回戦 １４：５５～

実用車・女子部門表彰式

競技日程 ６月２０日（日）

２０ ケイリン （少年）（成年）決勝 ９：３０～

２１ 〔オープン〕実用車１㎞・５００ｍタイムトライアル ９：４０～

２２ スプリント１／４決勝 県選手権 １０：００～

２３ （オープン）競走車１㎞・５００ｍタイムトライアル １０：１０～

２４ ４㎞速度競走 決勝 県選手権 １０：４０～

２５ スプリント１／２決勝 １０：５０～

２６ ポイント 決勝 県選手権 １１：００～

２７ スプリント 3・4 位決定戦 １１：２５～

２８ スプリント 決勝 １１：３０～

２９ スプリント５～8 位決定戦 １１：３５～

３０ ケイリン 決勝 県選手権 １１：５０～

昼食

３１ 表彰式・閉会式 １３：００～



平成２２年 月 日

第６５回国民体育大会第１次・第２次県予選

兼第２３回県民総合体育大会自転車競技大会

第４４回埼玉県自転車競技選手権大会

参加申込書

埼玉県自転車競技連盟

【競走車】

参加料 円 学校又はクラブ名

（１，５００円× 名） 申込責任者 印

住所

電話番号

選 手 名
学年

又は

年齢

性

別

1km
T.T

ス

プ

リ

ン

ト

500m
T.T
女子

4km
速度

競走

個人

追抜

女子

ﾎﾟｲﾝﾄ

ﾚｰｽ

ｹｲﾘﾝ



平成２２年 月 日

第４４回埼玉県自転車競技選手権大会

兼第２３回県民総合体育大会自転車競技大会

参加申込書

埼玉県自転車競技連盟

【ロードレーサー】

参加料 円 学校又はクラブ名

（１，５００円× 名） 申込責任者 印

住所

電話番号

選 手 名
学年

又は

年齢

性別 1km ﾀｲﾑ

ﾄﾗｲｱﾙ

500m ﾀｲﾑ

ﾄﾗｲｱﾙ

女子

4km速度

競走

個人追抜き

女子


