
 

 

 

 

 

 

 

 

期 日   平成２５年５月１９日（日） 

会 場   利根川河川敷地内工事用道路（加須市区域） 

主 催   一般社団法人 埼玉県自転車競技連盟 

協 催   加須市・加須市教育委員会 

後 援   埼玉県教育委員会 （財）埼玉県体育協会 

（財）日本自転車競技連盟  (財)日本自転車普及協会 

協 賛    ㈱ｸﾞﾗﾌｧｲﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ （財）日本自転車競技会  

（社）日本競輪選手会埼玉支部 ヨシダ防災(株) 

協 力   国土交通省利根川上流河川事務所 JMS 

 

 



 

 

 

 

大 会 役 員 

大会会長：新藤 享弘 

大会副会長：立川 憲一・亀田 博文 

大会委員長：渡邊 淳 

大会副委員長：吉田 正・木村 光男 

競技委員長：岡田 文夫 

総務委員長：中山 芳郎 

審 判 長 ：吉田 武美 

登録照査：岡田 文夫 

招  集：★ 高橋 道夫・佐藤 勝喜・木村 一憲 

選手誘導：★ 柳沢 瀧夫・松尾 健作 

出発合図：★ 堀 邦夫・関 賢治・木村 光男 

決勝審判：★ 野口 勇・平尾 昭法・ 

計  時：★ 野本 未築二・菅原 雄悟   電子計時：Japan Marshall System 

移動審判：★ 新井 由郁・土田 次郎・三浦 孝之・野村 匡人・高橋 昌男・石田 博英・飯田 威文 

立哨審判：★ 岡安 義則・遠藤 哲夫・金子 政博・斉藤 実・吉野 晃司・小林 正春・清水 一正      

須永 恒夫・邉見 榮一・岡野 常夫 

      下流折り返し：★ 福島 治憲・服部 記義平  

上流折り返し：★ 吉田 一美・林 克実  

横断路管理: ★小林 昭・㈱BAO保安員 2名 

駐車場管理: ★ 水垣 房男・斉藤 有次・渡辺 壽・畠山 敬司・大谷 一雄・船田 進 

救  護：★ 番場 誠・看護師：吉束 優子 

記  録：写真：加藤 智・電子記録：Japan Marshall System 

回    収：★ 吉田 成司・ 

通    告：★ 須藤 むつみ 

受  付：★ 戸田 信治・吉田 久代・斉藤 勝代 

賞    典：★ 戸田 信治・須藤 むつみ・吉田 久代・斉藤 勝代 

総    務：★ 白崎 啓太・須藤 むつみ 

役員受付：★ 吉田 正・清水 洪作 

会  計：★清水 洪作・渡邊 淳 

会場管理：春原 善吉 



 

 

 

 

 

 

開会式                ８：４５～ 

１． 役員・選手整列  

２． 開会宣言          大会委員長 (一社)埼玉県自転車競技連盟  理事長      渡邊 淳 

３． あいさつ          大会会長  (一社)埼玉県自転車競技連盟  会  長     新藤 享弘 

４． 来賓紹介          地元協賛  加須市           市  長     大橋 良一 

ご来賓各位 

５． 競技説明          競技委員長 (一社)埼玉県自転車競技連盟 競技運営委員会長 岡田 文夫 

６． 競技開始 

 

個人TT 表彰式 

個人タイムトライアルの各カテゴリーは各カテゴリー競技終了 10分後に行います。（詳細はコミュニケに

よる） 

チーム TT 表彰式及び閉会式    １４：４０～（コミュニケによる） 

1. 役員・選手整列 

2. 表彰式開始通告          通告 

3. 成績発表             総務委員長 (一社)埼玉県自転車競技連盟 中山 芳郎 

4. 表  彰 

5. 審判長講評            審 判 長  (一社)埼玉県自転車競技連盟 吉田 武美 

6. 大会副会長挨拶          大会副会長 (一社)埼玉県自転車競技連盟 副会長  立川 憲一 

7. 閉会の辞             大会副会長 (一社)埼玉県自転車競技連盟 副会長  亀田 博文 

8. 解散 

 



 

 

 

 

第 7回埼玉県自転車タイム・トライアル・ロード・レース大会実施要項  

 

１ 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。 

２ 主  催： (一社) 埼玉県自転車競技連盟 

３ 協  催： 加須市 加須市教育委員会 

４ 後 援    ： 埼玉県教育委員会（公財)埼玉県体育協会（公財)日本自転車競技連盟（財)日本自転車普及協会  

５ 協 賛    ： ㈱ｸﾞﾗﾌｧｲﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ（財)日本自転車競技会 (一社)日本競輪選手会埼玉支部 ヨシダ防災㈱ 

６ 協   力： 国土交通省利根川上流河川事務所  JMS 

７ 期 日    ： 平成２５年５月１9日（日）  

８ 会  場： 利根川上流河川敷内首都圏氾濫区域堤防強化事業の工事用道路（ 約 10ｋｍ、幅員７ｍ） 

９ 本  部： おおとね童謡のふる里室（旧カスリン公園）前の『河川敷内特設テント内』 

       ０８０－５５１９－４９６６（大会総務委員長） ０９０－４６１５－７５２２（連盟理事長） 

１０ 大会日程：  受付 童謡のふる里前の河川敷内テント（駐車場への出入りアクセス道路は新川通り） 

（１）運営役員受付              ７：００ 

（２）競技役員受付                  ７：５０ 

（３）競技役員打合せ                     ８：００ 

（４）個人TT選手受付  ２０ｋｍ部  受付＆出走サイン A   ７：３０～ ８：００ 

１０ｋｍ部 受付＆出走サインB～H   ８：０１～ ８：３０ 

１０ｋｍ部 受付＆出走サイン I～ J  ９：００～ ９：３０ 

１０ｋｍ部 受付＆出走サインK～L  ９：３１～１０：００ 

          選手受付場所： 童謡のふる里前の河川敷内 『受付テント』 

（ ５ ） 試 走  （ 受 付 終 了 選 手 の み ）      （ コ ミ ュ ニ ケ に よ る ）  

（６）開会式           ８：４５ （大会本部テント前） 

（７）個人TT競技開始                     ９：００～（競技日程 通り） 

（８）個人TT 表彰式            各カテゴリー終了３０分後（大会本部テント前） 

（９）チームTT受付・出走サイン（代表者のみにて可）M~S    １０：３０～１２：３０ 

   選手受付場所： 童謡のふる里前の河川敷内 『受付テント』 

（１０）チームTT競技開始               １３：００～ 

（１１）チーム TT表彰式及び閉会式           １４：４０～（コミュニケによる） 

１０ 参加資格： 

 １．(公財)日本自転車競技連盟 登録者の部（A登録） 

   （１）（公財)日本自転車競技連盟2013年度の登録 競技者・中学生以上。 

   （２）健康診断を受け、健康であることが証明された者。 

 ２．(公財)日本自転車競技連盟臨時登録者の部（一般市民B臨時登録） 

    （１）（公財)日本自転車競技連盟の臨時登録 競技者・高校生以上。 

（２）健康診断を受け、健康であることが証明された者。 

１１ 競技方法 

   （公財)日本自転車競技連盟2013年度競技規則および本大会特別規則（下記）による。 

 

 

 



 

 

 

 

１２ 競技日程： 

部門 記号 カテゴリー 定員 出走時間 出走間隔 走行距離 

個人TT A A登録（Ｕ２３・エリート） 100.名 9:00～ 15秒 20km 

個人TT B A登録（Ｕ２３・エリートⅡ） 30.名 10:10～ 10秒 10km 

個人TT C A登録４０才～４９才 20.名 

10:20～ 

10秒 10km 

個人TT D A 登録５０才～５９才 10.名 10秒 10km 

個人TT E A 登録６０才以上 10.名 10秒 10km 

個人TT F オープン 女子 20.名 

10:30～ 

10秒 10km 

個人TT G A 登録 中学生 10.名 10秒 10km 

個人TT H A 登録 高校生 30.名 10:40～ 10秒 10km 

個人TT I B登録 高校生～３９ 75.名 10:50～ 10秒 10km 

個人TT J B登録 ４０～４９ 85.名 11:05～ 10秒 10km 

個人TT K B登録 ５０～５９ 40.名 

11:25～ 

10秒 10km 

個人TT L B登録 ６０～ 10.名 10秒 10km 

チームTT M A登録チーム 45組 

13:00～ 

15秒 20km 

チームTT S B登録チーム（Ａ・Ｂ登録混成可） 45組 15秒 20km 

 チームTTのエントリーは4名、3名出走でフィニッショライン2番目通過選手の成績をもって決定する。 

   年齢は大会当日の満年齢とする。 

１３ 大会特別競技規則 

    本大会特別規則を下記のとおり定める。 

（１） 当日検車は行わないが、各自の責任に於いで整備を義務付ける。 

（審判員より規則違反と判断された機材は使用出来ない。） 

（２） 異議申し立てをすることはできない。『2012 JCF規則第38条（異議申し立ての方法）による』。 

（３） 試走は受付を終え、ゼッケン等を装着した者のみ所定の場所で指定時間内でのみ行える。 

   （試走場所および試走時間帯はコミュニケによる。） 

（４） 試走指定場所以外での試走は禁止する、違反者は出走拒否か失格とする。 

個人ＴＴおよびチームＴＴの各々異なるチップを使用する。 

 



 

 

 

 

１４ 参加申込方法  

（１） 公告開始： 平成２５年４月１日（月）から(一社)埼玉県自転車競技連盟のWEBページ上で公

告を開始する。http://www.saitama－cf.com 

（２） 申込方法：スポーツエントリーによる。 

http://www.sportsentry.ne.jp/event.php?tid=35522 

（３） 受付期間：  平成２５年４月５日(金) ～ 平成２５年４月２７（土） 

    ただし、各クラスとも定員になり次第、申込受付はその時点で終了となります。 

（連盟への受付に関する問合せは一切受け付けない。） 

    受付に関する問い合わせはスポーツエントリーに行って下さい。 

（４） 参加受理通知： 参加受理通知は送付しません、ｽﾎﾟｰﾂｴﾝﾄﾘｰの入金確認を参加受理に替えさせて

いただきます。ｴﾝﾄﾘｰﾘｽﾄは5月7日以降上記(一社)埼玉県自転車競技連盟WEB ﾍﾟｰｼﾞ上で確認

できます。 

１５ 参加料  （傷害保険料を含む） 

部門 登録種別 カテゴリー 単位 参加料 

個人TT A登録 中・高校生 以外 1名 \5,500 

 A登録 中学生・高校生 1名 \4,000 

 臨時登録 高校生以上・全カテゴリー 1名 \6,500 
チームTT A登録 A登録チーム 4名ｴﾝﾄﾘ-3名出走 1組 \9,000 

 臨時・混成 B臨時登録チーム(A・B混成可） 4名ｴﾝﾄﾘ-3名出走 1組 \10,000 

（納入した参加料は、災害・天候・社会的状況等による中止の場合も含み、理由の如何にかかわらず返却しな

い。 

１６ 表彰および参加賞 

① 各部１位の個人およびチームに賞状と優勝トロフィーを授与する。                 

② 各部３位までに賞状を贈り表彰する。 

③ チーム TTは各部の 4位～6位までのチームに賞状を授与する。 

④ チーム TTにおいて全カテゴリー最短タイムのチームに加須市長杯（カップ）を授与する。 

⑤ 表彰式欠席者は、入賞を取り消す。（出席出来ない場合、事前に総務委員長に申請のこと。） 

１７ その他 

（１）参加競技者は、緊急時使用出来るように、健康保険証を必ず持参すること。 

（２）大会中に生じた疾病、負傷などについては、応急処置のほかは，参加者本人の責任とする。 

（参加者は、各自でスポーツ安全協会などの保険に加入しておくこと） 

（３） 指定駐車場への駐車中に起こった事故・盗難等は車両使用者の自己責任とする。 

（４） 駐車場および堤防上へのテント等の設営は大会関係者以外禁止する。 

（５） 小雨決行、各種警報・勧告が発令された場合は中止する。 

また、洪水警報・注意報等が発令された場合は当日現地で判断し発表する。 

（６） チーム TTにおいて全てのカテゴリー最短タイムのチームを翌年度招待とする。 

（ただし、3名中 2名が含まれていること） 

（７） Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄの各カテゴリー優勝者を翌年度本大会の招待選手とする。 

（８） 本大会のプログラムは本連盟 WEB ﾍﾟｰｼﾞに掲載するので、必要に応じてダウンロードし使用して

ください。 

 

 

http://www.saitama-cf.com/
http://www.sportsentry.ne.jp/event.php?tid=35522

