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１． 登録地の確認 

標記大会への参加申込は、埼玉県登録競技者は（登録証の 2 桁が「１１」に方）は以下のとおりお申

し込みください。 

また、本連盟以外の登録競技者は其々の登録連盟に申し込みください。申込書は本連盟 WEB ﾍﾟｰｼﾞ

か関東自転車競技連合の WEB ﾍﾟｰｼﾞよりダウンロードにうえお申し込みください。 

 

２． 参加申し込み方法：（埼玉県車連登録競技者）  

  所定の申込用紙に必要事項を記入のうえ、以下の手順に従い 

(一社) 埼玉県自転車競技連盟事務局あて E-Mail にて申し込むものとする。 

１）参 加 料；一般男子¥5,000-、中学生・高校男子および女子¥4,000— 

を以下の送金先宛てに送金する 

送金先金融機関 

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

通信欄に「４８高石杯」を必ず明記すること。 

（イ）銀行送金 ゆうちょ銀行〇五九(ｾﾞﾛｺﾞｷｭｳ)支店当座６９４０７口座名サイタマシャレン 

送信者氏名の後ろに「４８TAKAISIHAI」を記入すること。 

２）送金領収書の Copy 若しくは写メを参加申込書と供に添付し下記本連盟宛に送付ください。 

３）申し込み先 ；E-Mail address  cycle310@galaxy.ocn.ne.jp 

４）送金確認： 出来次第本連盟総務委員会より参加受理の E-Mail を差し上げます。 

       プリントアウトの上大会受付時にお持ちください。 

なお、納入された参加料金は理由の如何を問わず返金致しません。 

５）申込 締切；各都県連盟より平成２６年１月１５日(一社)埼玉県自転車競技連盟に必着 

６）エントリーリスト：締め切り後 1 週間程度で本連盟および関東自転車競技連合 WEB サイ

トに公表します。必ずご確認ください。 

 

ご不明な点は本連盟事務局 cycle310@galaxy.ocn.ne.jp   

若しくは標記大会総務委員長 ivanbasso_fan_jp@yahoo.co.jp あてご連絡ください。 

 

 

 

 

(一社)埼玉県自転車競技連盟 

総務委員会 

中山 芳郎 
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１．   主  催：㈶日本自転車競技連盟・関東自転車競技連合 

２．   主  管：(一社)埼玉県自転車競技連盟 

３．   後  援：埼玉県・埼玉県教育委員会・(公財)埼玉県体育協会・さいたま市・さいたま市教育委員会・ 

     毎日新聞社・(一社)競輪選手会埼玉支部・(社)さいたま観光国際協会 

４．   協  賛：(公財)JKA 

５．   協  力：さいたまスポーツコミッション・東京健保組合大宮運動場・大宮運動場管理㈱ 

大宮運動場地主会・さいたま農業協同組合（JA さいたま）・㈱マトリックス 

６．   実施期日：平成 2６年 2 月 2 日（日） 

７．   実施会場：さいたま市西区大宮けんぽグラウンド・特設 2.5 km コース 

本大会会場での大会以外の事前試走および下見走行は行えない。これらの行為により大会の中止もあり得る。 

８．   競技種目：一般男子      ；予選４周、決勝４５分＋２周 クリテリウム・レース 

          高校生男子      ；予選３周、決勝３５分＋２周 クリテリウム・レース 

中学生男子    ：決勝３周クリテリウム・レース 

          女子       ；決勝３０分＋１周 クリテリウム・レース 

９．   競技日程： 

7:00 運営役員受付      埼玉車連役員受付        クラブハウス前 

 7:50 競技役員受付      会議室             クラブハウス 2F 

8:00 競技役員打合せ    会議室             クラブハウス 2F 

      7:30~8:30 参加選手受付  選手受付(License Control)    スタートライン付近受付テント 

      8:00~8:50 試走        フレームゼッケン装着車のみ 

      8:30～出走 10 分前 出走サイン  出走サインデスク      スタートライン付近 

      8:20～8:40 監督会議    会議室             クラブハウス 2F 

      9:20 ～ 予選   高校男子（勝ち上がり数は Communiqué による）  ３周 (３ヒート) 

     10;45 ～ 予選   一般男子（勝ち上がり数は Communiqué による）   ４周 （２ヒート） 

11:40～11:55    開会式                  受付テント前 

12:00 ～ 決勝   オープン女子                ３０分＋１周 

12:01 ～ 決勝   中学生男子                    ３周 

     12:45 ～ 決勝   高校生男子（４５名）           ３５分＋２周 

     13:40 ～ 決勝   一般男子 （５０名）           ４５分＋２周 

     15:10 表彰式・閉会式                     受付テント前 

１０． 参加資格：平成 25 年度 (公財)日本自転車競技連盟の通年登録競技者であって, 

 本競技連合加盟の各都道府県自転車競技連盟推奨競技者他。 

本自転車競技連合が認めた登録競技者とする。 

１１． 競技方法： 

１） 各種目予選・決勝ともマスド・スタートのクリテリウム・レースとする。 

２） 決勝勝ち上がり数はエントリー終了後 Communiqué により発表とする。 

よって、各カテゴリーの参加人員により決勝進出人員は増減する。 

３） 中学生・高校生男子の完走者全員に各競技終了後直ちにフィニッシュ地点近

くの検査場にて、ギアー比検査を行う。 
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１２． 表  彰： 

１） 高校生男子の優勝者に高石杯（持ち回り優勝杯）を授与する。 

２） 高校生男子の 1 位～3 位の入賞者に賞状及び賞品を授与し表彰する 

３） 高校生男子の 4 位～8 位の入賞者に賞状を授与する。 

４） 一般男子・中学生および女子の 1 位～3 位の入賞者に賞状及び賞品を授与し表彰する。 

５） 一般男子・中学生および女子の 4 位～8 位の入賞者に賞状を授与する。 

６） 参加競技者全員に参加賞を授与する。 

７） 前年度の高校生男子の優勝者に開会式にて高石杯返還時にレプリカを授与する。 

１３． 競技規則：(公財)日本自転車競技連盟の 2013 年度版競技規則および本大会特別規則による。 

特別規則は Communiqué にて関東自転車競技連合および(一社)埼玉県自転車競技連盟

の WEB サイトにて発表とする。 

関東自転車競技連合 http://www.kanto-cc.org/ 

(一社)埼玉県自転車競技連盟  http://www.saitama-cf.com/ 

 

１４． 参加申し込み方法：  

  登録都県自転車競技連盟あて、所定の申込用紙に必要事項を記入のうえ各都県車連で一括し、 

(一社) 埼玉県自転車競技連盟事務局あて E-Mail にて申し込むものとする。 

１）申し込み先 ；E-Mail address  cycle310@galaxy.ocn.ne.jp   

２）申込 締切；各都県連盟より平成２６年１月１５日(一社)埼玉県自転車競技連盟に必着 

３）参 加 料；一般男子¥5,000-、中学生・高校男子および女子¥4,000— 

納入された参加料金は理由の如何を問わず返金しない。 

４）送金方法； 

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

(イ) 銀行送金 ゆうちょ銀行〇五九(ｾﾞﾛｺﾞｷｭｳ)支店当座６９４０７口座名サイタマシャレン 

通信欄に「４８高石杯」を必ず明記すること。 

５）参加差止め：参加希望者に何らかの問題があると判明した場合、大会事務局により参加の差

し止めを行う場合がある。 

６）不参加：理由なき不参加には参加料金と同額のペナルティを加盟連盟介し徴収する。          

身体上の理由による場合、診断書等を提出する事。                  

ペナルティの支払い無き場合、翌年以降の本大会への参加を拒否すると共に Communiqué にて

公表する。 

１５． 参加留意事項： 

１） 事前に各自スポーツ安全保険等に加入するほか、当日必ず健康保険証を持参すること。 

２） 競技中の負傷疾病に係わる応急処置は現地で行うが、以降の処置・治療は本人の責任にて行う

事とする。 

３） 参加者車両は所定の駐車場に駐車する事。車輛の移動は係員の指示に従って下さい。 

４） 大会開催中の会場内における事故および盗難等は一切当事者責任とする。 

５） 締め切り後の追加申込・変更・問合せは一切受け付けない。 

６） Communiqué は関東自転車競技連合と(一社)埼玉県自転車競技連盟 WEB Page および大会当日
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に公表する。 

７） 大会開催時に記録された映像・画像・音声等一切の著作権は本大会が有する。 

８） 会場内に持ち込んだものは全て持ち帰ること。（ゴミ等すべて） 

９） 17:00 に大会会場は全面的に閉鎖施錠されますので、閉会式終了後 1 時間以内に退場する事。 

 

交 通 

● 電車・バスを利用の場合 

1) JR 大宮駅下車 西武バス１番乗場（所要約２０分）  

所沢駅東口行き・馬宮団地行き -> 「運動場前」下車  

二ツ宮行き -> 「終点」下車徒歩５分  

2) 東武東上線上福岡駅東口下車 西武バス上福岡駅入口より（所要約２０分）  

大宮駅西口行き -> 「運動場前」下車 

 

● 自動車を利用の場合 

1) <R-１７> 新大宮バイパスの「三橋(３）」交差点を「所沢」方面へ。 

2) 「水判土」で左方向「冶水橋」方面に向かう。 

3) 「冶水橋」に上り、土手を過ぎた左側の「大会会場入り口看板」左折。 

 ※ 所沢方面からの右折入場はご遠慮下さい。 

 

● 会場住所 

〒331－0065 埼玉県さいたま市西区二ツ宮１１３－１  大宮健保グラウンド内 
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大会会場図

 


