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２０１５加須タイムトライアル・ロードレース 要項 

  

期 日   平成２７年７月１２日（日） 

会 場   利根川河川敷地内工事用道路（加須市区域） 

主 催   (一社)埼玉県自転車競技連盟 

後 援   加須市 加須市教育委員会 埼玉県 （公財）埼玉県体育協会 

 （公財）日本自転車競技連盟  

協 賛     ㈱グラファイトデザイン、日本ロボティクス㈱、㈱T&R 

       ㈱フォルクス、㈱三和エナジー、武田レッグ・ウエアー㈱ 

協 力   加須未来館、こいのぼりマンプロジェクト加須 

       道の駅加須童謡のふる里 加須ワークスみぎわ 

Link TOHOKU 「LOVE Cycle Saitama」 埼玉県広聴広報課  

埼玉県防犯交通安全課 

 

後援。協賛。協力は申請中。 
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２０１５加須タイムトライアル・ロードレース 開・閉会式次第 

 
 

開会式                    ９：２０～ 

１． 役員・選手整列  

２． 開会宣言・あいさつ                             大会委員長 

３． 競技諸注意                                審 判 長  

４． 競技開始 

 

個人TT 表彰式 

各カテゴリー競技終了３０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                                  競技委員長  

4. 表  彰                                  入 賞 者 

5. 審判長講評                                 審 判 長 

6. 閉会の辞                                  大会副会長 

7. 解  散 
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２０１５加須タイムトライアル・ロードレース要項 

 
１ 目  的： 埼玉県スポーツ推進計画に基づく、自転車競技の発展と競技力向上、ならびに地元産業の活性化

のため。 
２ 主  催： 一般社団法人 埼玉県自転車競技連盟 
３ 後 援： 加須市 加須市教育委員会 埼玉県（公財)埼玉県体育協会 

（公財)日本自転車競技連盟  
４ 協  賛： ㈱グラファイトデザイン、日本ロボティクス㈱、㈱フォルクス、㈱T&R、㈱三和エナジー 

        武田レッグ・ウエアー㈱ ＜予定＞ 
５ 協   力： 加須未来館 (一社)日本競輪選手会埼玉支部 ヨシダ防災㈱ 
        こいのぼりマン・プロジェクト 加須ワークスみぎわ Link TOHOKU 
６ 期 日    ： 平成２７年７月１２日（日）  

７ 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） 

８ 本  部： 『加須未来館』前の河川敷内本部テント 

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

９ 大会日程：  受付 『加須未来館』 前受付テント 
（１）運営役員受付競技役員受付             7：３０ 
（２）競技役員打合せ                      ８：１５ 
（３）試 走    (受付終了選手のみ） （コミュニケによる）    ８：３０ 
（４）競技日程        別表による     
（５）開会式           ９：２０ （スタートライン前）    
（６）表 彰       表彰式は各カテゴリ最終選手入着後 ３０分 （コミュニケに依る） 
（７）チーム TT表彰式及び閉会式 （表彰式は最終選手入着後３０分）（大会本部テント前） 

１０ 参加資格： 
    １．(公財)日本自転車競技連盟 登録者 
   （１）（公財)日本自転車競技連盟平成２７年度の通年登録競技者および臨時登録者 
   （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 最新競技規則および本大会特別規則（下記）による。 

１２  本大会特別規則 
（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。JCF競技規則による。 

（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） 個人ＴＴ及びチームＴＴは同一の電子計測チップを用いるため 
両方参加される方は両競技終了までは、受付に電子計測チップを返却をしないこと。 

（５） チームＴＴ及びチームTTのタイムは出走全員の合計タイムもって決定する。 

（６） ママチャリ部門車輛規定：籠付き市販車で変速装置の無い自転車で無改造の車輛 
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１３ 競技日程： 

部門 記号 カテゴリー 定員 受付時間 出走時間 出走間隔 走行距離 

(登 録) 
A （エリート・Ｕ２３） １００ 名 8:30～9:00 ９：３０～ 15 秒 1４km 

個人TT 

表彰式は最終選手入着後３０分 

(登 録) B 高校生 １０名 

９：０５ ～ 

９：３０ 
１０：００～ 

  

10km 

個人 C 高校生〜39 才 ５０名   

T T D ４０才～４９才 １０名 15 秒 

  E ５０才～以上 ２０名   

  F 中学生男子 １０名   

表彰式は最終選手入着後３０分 

(臨時登録) G １６才～３９才 １００ 名 
９：３５  

～１０：０５ 
１０：３０～     

（オープン） H ４０才～４９才 ５０ 名 

１０：１０ 

～１０：３０ 
１１：００～ 

    

個人TT I ５０才～以上 ３０ 名     

  
J 

女子 

（中学生以上オープン） 
２０ 名 

15 秒 10km 

      

  K 
ビギナー        

（初回のみ） 
１０ 名     

表彰式は最終選手入着後３０分 

小学生 L 小学生 （男女） １０ 名 

１０：３５ 

～１１：００ 

１１：３０～ 

５秒 ５km 

（オープン） X 1 
ママチャリ 

個人TT 
２０名 

１１：３５～ ママチリTT X ２ 
ママチャリ２名 

ペア TT 
２０ 組 

  X ３ 
ママチャリ３名 

グループ TT 
２０ 組 

表彰式は最終選手入着後３０分 

チームTT T3 
2〜3 名チーム 

(オープン) 
４０組 

１１：０５ 

～１１：３５ 
1２:３０～ 20 秒 １４ｋｍ 

表彰式・閉会式は最終選手入着後３０分 

 
   ※上記表の出走時間は目安です。必ず受付時に自身のスタート時間を確認し招集に間に合わせる事 

年齢は大会当日の満年齢とする。  
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１４ 参加申込方法  
（１） 公告開始： 平成２７年５月２０日（水）より(一社)埼玉県自転車競技連盟WEBページ上で公告

を開始する。 http://www.saitama－cf.com 

（２） 申込方法：「加須こいのぼりTT」 エントリー・サイトによる。 
エントリー・サイト の ＵＲＬ  

https://gicz.jp/open/kazott1/ （競技登録者個人） 

https://gicz.jp/open/kazott2/（臨時登録者個人&ママチャリ個人） 

https://gicz.jp/open/kazott3/（チームTT登録者） 

https://gicz.jp/open/kazott4/ （チームTT臨時登録＆ママチャリチームTT） 

 

（３） 受付期間：  平成２７年５月２５日(月) ～ 平成２７年６月３０（木） 

    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。 
 

問合せ saitama-tt @link-tohoku.com  
 

（４） 参加受理通知： 登録頂いた電子メールアドレスへ7月6日を目安に必要情報を送信致します。 

参加受理はがき等は郵送致しません。 

（５） 申込アドレス：※@docomo.ne.jp 、@ezweb.ne.jp 等の携帯キャリアメールでの登録は、        

必要事項が届かない事がありますので受け付けられません。 

（６） エントリー・リスト：７月６日(月)以降 (一社)埼玉県自転車競技連盟WEBページにて確認 

頂けます。  http://www.saitama－cf.com 

 
 

（７） ママチャリＴＴは下記定員内は当日も、参加を受け付ける。 

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 A～E 1名 \5,000  

 A登録 B・F・Jの登録者 1名 \4,000  

 臨時登録 G・H・Iの臨時登録者 1名 \6,000  

 臨時登録 Jの臨時登録者 1名 \5,000  

 ビギナー K  初回の臨時登録者 1名 \5,000  

 小学生 L   男女 1名 \1,000  

 
 

チームTT 

登録者のみ T３ 登録者のみのチーム 3名出走  \9,000  

 

臨時・混成 

 
T2＆T3臨時登録チーム 

2名出走 \11,000  

3名出走 \12,000  

 

ママチャリTT 

 

オープン 

ママチャリ個人TT １名 \2,000  

ママチャリペアTTー ２名ペアー \3,000  

ママチャリグループTT ３名グループ \4,000  

（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。 
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１６ 表彰および賞金・参加賞 

 

① 賞   状：個人およびチームの各部１位～３位の者に、賞状を授与する。 

また、チームTTの各部１位～３位のチームに賞状を授与する。 

 

② 賞  金 ：※最速記録賞として総合表彰式に於いて授与する。 

個 人 の 部：（１４ｋｍ） 最速者           ￥10,000 

チームの部：（１４ｋｍ）  最速 チーム        ￥10,000 

 

※ 表彰式欠席者：欠席者は受賞資格を失う。 

 

１７ 保 険 

本大会開催中に於ける事故に関して、本連盟既定の傷害保険を参加選手全員に掛けている。 

保険適用時に必要になるので、事故発生申告を大会総務委員長に報告する事。事故申請無き事

故は保険適用とならない事もあり得るのでご注意ください。 

         （保険内容は本連盟WEBページに記載） 

 

１８ 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） サイクリング・ロード・式典会場等へのテント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） 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。現地頒布は有料（¥2,000）となります。 

 
（７） 参加者駐車場 ～ 大会スタート＆フィニッシュ地点間では必ず左側通行を遵守する事。 

もしも前者を追抜く場合は対向車線の走行を妨げない様充分に注意する事。 
 
（８） 本大会参加者は加須未来館駐車場の使用は出来ないので、必ず参加者用駐車場を使用する事。

本大会参加者の使用が発見された場合、関係機関により排除されることもあり得ます。 
 

（９） 利根川スーパー堤防上サイクリング・ロードでの高速走行・ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄﾊﾞｰを握っての走行は禁止

とする。発見した場合は、失格とする。 
 

（１０） 参加者用駐車場へのテント等の設営は出来るが、参加者相互に限られた場所を譲り合う事。 
 

 
（１１） フィニッシュ前の映像及びMC音声をインターネット配信する。 

Wi-Fi環境が有れば、スマートフォン・PAD等で大会進行状況がリアルタイムで確認出来るの

で閲覧をおすすめする。 
※ 閲覧先は 7/12 当日Link TOHOKUホームページhttp://www.link-tohoku.com/  
で発表する。 
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