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大会要項 

目   的    自転車競技をとおして【 埼玉県スポーツ振興のまちづくり条例 】の目的を達成させるために開催する。 

 

主   催    一般社団法人 埼玉県自転車競技連盟  

 

後   援 行田市 行田市教育委員会 行田市体育協会 行田市商工会議所 埼玉県教育委員会 

         （公財)埼玉県体育協会（財)日本自転車競技連盟(JCF)（一財)日本自転車普及協会 埼玉新聞社 

 

協   賛    ヨシダ防災㈱ 

 

協   力 行田市産業・文化・ｽﾎﾟｰﾂいきいき㈶  (一社) JCRC 

 

日   時 第１戦 平成24年12月16日（日） ９：００～１５：００ 

  第２戦 平成25年 1 月  6日（日） ９：００～１５：００ 

  第３戦 平成25年 1 月 27日（日） ９：００～１５：００ 

  第４戦 平成25年 2 月 24日（日） ９：００～１５：００ 

 

受   付 A-M、A-C、A-W  B-Mの４クラス       ７時５０分 ～ ８時４０分 

B-A、B-B、B-C1、B-C2の４クラス        ８時４５分 ～ ９時４０分 

A-E1、A-J1、A-J2、A-E2の４クラス      ９時４５分 ～１０時３０分 

各クラスともスタート時刻 ２０分前で受付を打切ります。 

 

場   所 行田市 星宮地区・上池守地区周回コース。1周3.0ｋｍ（小雨決行。降雪中止） 

コースは競技専用コースではなく一般公道です。また、近隣に小学校、公園などもあります。 

したがって、大会日以外でコースの下見試走する場合は 

道路交通法（一旦停止、左側縦列一列走行、2段階右折、特にスピードなど）を厳守は基より、 

他の車両、通行人の安全に十分注意し走行してください。 

 

競技種別     

クラス ｽﾀｰﾄ時刻 略称 参加資格 周回数 距離 募集人員 

A-M ９：００ 登録ﾏｽﾀｰｽ  ゙ JCF通年登録の競技者で５０齢以上の者 6周回 １８.ｋｍ 30名 

A-C ９：０１ 中学生 JCF通年登録の競技者で中学校在学生徒 4周回 １２.ｋｍ 20名 

B-M ９：０２ B登録ﾏｽﾀｰｽ  ゙ JCF臨時登録の競技者で５０齢以上の者 4周回 １２.ｋｍ 30名 

A-W ９：０３ 女子（ｵｰﾌﾟﾝ） 全ての女子競技者 5周回 １５.ｋｍ 25名 

 ９：４０ ～ 開会式     

B-A １０：００ B登録上級 JCF臨時登録の競技者で競技経験豊かな者 6周回 １８.ｋｍ 40名 

B-B １０：０１ B登録中級 JCF臨時登録の競技者で競技経験中級者 5周回 １５.ｋｍ 40名 

B-C１ １０：０２ B登録初級 １ JCF臨時登録の競技者で競技初心者 4周回 １２.ｋｍ 30名 

B-C２ １０：０３ B登録初級 ２ JCF臨時登録の競技者で競技初心者 4周回 １２.ｋｍ 30名 

       
A-E１ １０：５０ 登録エリート JCF通年Elite登録の競技者で競技経験豊かな者 10周回 ３０.ｋｍ 50名 

A-J１ １０：５１ 高校生 JCF通年E登録の高校在学年齢競技者 ８周回 ２４.ｋｍ ４0名 

A-J２ １０：５２ 高校生初心者 A-J1年齢の競技者で競技初心者 ８周回 ２４.ｋｍ ４0名 

A-E２ １０：５３ 登録中級 JCF通年Elite登録の競技者で競技中級者 ８周回 ２４.ｋｍ ４0名 

 
１２：３０ ～ 閉会式 

    
U １２：３０～ 大学生 学生連盟所属の JICF登録競技者 10周回 ３０.ｋｍ １８０名 
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※  A-J1、A-J2および B-C1, B-C2クラスの申込の振り分けは、主催にて行う（参加者の希望は受け付けない） 

※ B登録の上級 ，中級 ，初級１，初級２への振り分けは、備考の申請をもとに主催者で振り分ける 

※  B登録者はエントリーの際に、上級、中級、初級を記入のこと 

なお概ねの振り分けとして 

上級（ＪＣＲＣ確定級Ｓ，Ａ，Ｂ相当、またはそれに準ずるもの） 

中級（ＪＣＲＣ確定級Ｃ，Ｄ相当、またはそれに準ずるもの） 

初級（ＪＣＲＣ確定級Ｅ，Ｆ相当、またはそれに準ずるもの） 

※  マスターズ（50歳以上）は通年および臨時ともに平成２５年１月１日現在の年齢による。 

※  日本学生自転車競技連盟からの参加者は（以下「学連」と言う）学連の実施要項による。 

 

競技規則  最新の㈶日本自転車競技連盟競技規則によるほか、本大会の特別規則による。 

      大会特別規則詳細は当連盟WEB上の大会Communiquéによる。 

（１）全ての競技はマスドスタートのクリテリウム競技とし、各周回の取得ボーナス・ポイント数により順位決定する。 

（２）全ての競技は先導の移動審判を追抜いてはならない。追抜いた者は競技より失格とし競技より除外される。 

（３）各クラスとも先頭競技者に追抜かれた選手は失格とし競技より除外される。 

ただし、集団が追抜かれた場合は、審判長の判断による。 

（４）ニュートラリゼーション：機材故障、落車などの認められる事故が起きた場合、１周のニュートラリゼーションを

その競技者に与える。 

走路への復帰に当たっては、競技役員の指示に従って事故前に占めていた位置から再開する。 

この適用を受けた直後の周回ではﾎﾟｲﾝﾄの得点をすることはできない。 

残周回２周回以降にはニュートラリゼーションを与えない。 

（５）機材の競技前検査は行わないが、抜き取りによる競技役員の検査で競技不適当とされた物の使用は認めない。 

ヘルメット：㈶日本自転車競技連盟公認のもので破壊強度等が確実なものを正確に着用する。競輪競走公認ヘルメ

ットは使用を認める。 

ハンドル：伝統的形状のハンドルバー以外の使用を認めない。また、グローブは必ず着用のこと。 

（６）スタート時刻はその日の参加人員、天候，道路状況によって変更することもある。    

（７）チューブラータイヤはリムに必ず固着すること。(特にカーボンリムは注意すること 

参加資格  ㈶日本自転車競技連盟登録者であること（臨時登録競技者も含む）。 

全てのマスターズクラスは、H２５年１月１日時点での年齢が５０才以上の競技者とする。 

18 歳未満の B 登録者は、当大会参加の承諾を指定承諾書に保護者の署名、捺印を添えて申し込むこと。

いずれのクラスも健康であることが証明出来る者。  

一人１種目の参加制限を設ける。 

 

表  彰  １．全クラス共に、全４戦のシリーズ・ポイント制とする。 

         ２．日程毎に1位から3位までの者に表彰状を授与する。 

最終日（2月24日〕にシリーズ全クラスの1位から3位までに賞状、賞品を授与し表彰する。 

また、4位から6位に賞状を表彰式後授与する。  

  ２．A-Mクラスで６０歳以上の参加者は別途に表彰する（賞状のみ）。 

  ３．表彰式に欠席した場合は、入賞を取り消します。（やむを得ず出席できない場合は総務委  

           員長に申し出ること） 

  ４．参加賞は、毎回ゼッケン・ヘルメットキャップ返却時に授与する。 

順位決定     １．A-E１は４，７，１０周回。A-J1, A-J2、 A-E2は３，６，８周回。A-M ,B-Aは２，４，６周回。 

            A-W、B-Bは１，３，５周回。A-C, B-C1, B-C2, B-Mは２，３，４周回において、 

フィニッシュ・ライン通過者に1位＝４点、2位＝２点、3位＝１点の得点を与える。 

         ２． 高得点者より順に順位を決定するが、同得点者が有る場合には1位の回数、それでも同点の場合は

2位の回数、3位の回数により、最終順位を決定する。 

３．シリーズ順位は各クラス毎に与えられる全シリーズでの得点を加算し得点の多い者より順に 

シリーズ順位を決定する。同点の場合は以下の順で決定する。 

   ａ．上位ゴール回数の多い者 

       ｂ．今シリーズでの参加回数の多い者 

           ｃ.  同点の場合は、最終戦の順位により決定する。 
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参加申込方法   (一社)埼玉県自転車競技連盟のWEB ﾍﾟｰｼ  ゙ http://www.saitama-cf.comで申込受付をする。 

           参加申込と同時に申込受付番号が確定しWEB画面上に表示される。 

           申込者は必ず申込受付番号を記録すること。 （参加確定通知書郵送は締切日以降） 

           各クラスとも定員になり次第、申込受付は締切る。 

学連からの参加者は別途、同連盟の実施要項による  

申込締切日  平成２４年１１月４日(日)より受付開始、１１月２６日(月)締切  

※ 締切日厳守のこと。締切日以降の申し込みは受付無い。 

※ 申込受付後の出場クラス変更は一切受付けない。申込んだクラスで出場すること。 

※ 申込受付後他の競技者との変更は認めない、発覚した場合は参加料と同額のペナルティーを与える。 

※ 申込締切り後のキャンセル待ち申込受付は一切行わない。 

参加確定通知 参加料が入金され参加が確定したものに、 参加確定通知書を１２月初旬に全員に郵送で通知する。 

参 加 料 参加料は、申込受付番号を通信欄に必ず記入し、 申込１週間以内に下記口座に入金すること。 

 期日までに送金が無い場合は参加を取り消すことがある。 

グループで複数人まとめて送金する場合も、各人全員の申込受付番号を必ず記入すること。 

         送金控えは必ず保管しておいてください。 

   郵便振替口座番号 ００５２０＝８＝６９４０７ 加入者名 埼玉車連   

  通信欄に「申込受付番号」と「クリテリウム参加料」を明記すること。 

 納入した参加料は悪天候の為の中止、その他理由の如何にかかわらず返却しない。  

 １．４回戦分一括申込（各回申込は行なわない） 

   JCF通年登録競技者   １人 １６，０００円 

   JCF通年登録競技者（高校生以下）  １人 １３，０００円 

   臨時登録者（男女とも）   １人 １８，０００円    

登録制度  ● 本大会の競技参加申込においてJCF通年登録競技者を除いた全ての申込者には、申込と同時にJCF臨時競

技者の登録を実施する(以下B登録)、JCF競技規則を遵守できない者の参加は受付けない。 

本大会でのB登録競技者には、登録証は発行しない。 

● JCF通年競技者登録は常時本連盟WEBﾍﾟｰｼ  ゙ http://www.saitama-cf.comにおいて受付けています。 

この機会に通年JCF登録をお勧めします。 

また、本連盟より登録のJCF登録競技者にはE-Mailでの本連盟関係のご案内を随意時行っております。 

● 最新版のJCF競技規則は以下URL  http://jcf.or.jp/?page_id=218より閲覧およびﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ出来ます。 

また、当連盟より最新規則集の購入も出来ます。 

諸注意 ● このコースは競技用コースではなく一般公道です。したがって、大会日以外でコースの下見試走する場合 

は道路交通法（一旦停止、左側縦列一列走行、2段階右折、特にスピードなど）の厳守は基より、他の車両、

通行人の安全に十分注意し走行してください。 

● 駐車場および会場での事故・盗難等は当連盟では一切責任持たない。 

● 駐車場でのテント等の設営および自転車での走行は禁止です。違反者は駐車場および競技より排除する。 

● 競技中の病気・傷害に対しては主催者側で加入する傷害保険内の補償と応急処置のみとし、その他は各自の

責任において管理することとしますので、必ず保険証を持参してください。 

 ● 参加者は、各自で出したごみは必ず持ち帰ってください。 

● 競技で用いた計測チップは、競技終了後直ぐに、チップ回収所（選手受付）に必ず返却してください。 

参加副賞を交換で差し上げております。 

● チップは個人登録されており、返却されなかった場合は、１０，０００円を請求します。 

問合せ先：（一社）埼玉県自転車競技連盟 メールアドレス：cycle310@galaxy.ocn.ne.jp 

 TEL・FAX：（０４８）８７１－９４３３  

大会詳細・Communiqué・Result等は当連盟のWEBページに掲載する。http://www.saitama‐cf.com 

http://www.saitama-cf.com/
http://www.saitama-cf.com/
mailto:メールアドレス：cycle310@galaxy.ocn.ne.jp
http://www.saitama‐cf.com/
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ｺｰｽおよび駐車場＆受付よりの移動経路 

 

 

 

ｽﾀｰﾄ&ﾌｨﾆｯｼｭ付近詳細図 
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 参加承諾書   

（18歳以下のB登録中・高校生） 

 

平成  年  月   日 

一般社団法人 埼玉県自転車競技連盟 

会長 新藤 享弘 様 

 

 

参加者氏名               

 

 上記の者、心身ともに健康な状態であり，平成２４年度埼玉県クリテリウム競技大会の 

競技規則・諸注意を守り平成２４年度埼玉県クリテリウム競技大会への参加を 

参加者保護者として承諾し以下に署名捺印いたします。 

 

 

〒   －      

      保護者住所                         

 

      TEL               

 

 

保護者氏名               


