
 
 

「2015 浮城のまち行田クリテリウム」 Ver.2 
平成２７年度 埼玉県クリテリウム競技大会 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- 1 - 
 

大会要項 

目   的   自転車競技をとおして【 埼⽟県 スポーツ 推進計画 】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 

共   催   日本学生自転車競技連盟 

後   援   行田市 行田市教育委員会 行田市体育協会 行田商工会議所  埼玉県 （公財)埼玉県体育協会 
        （公財)日本自転車競技連盟(JCF)  

協   賛   ヨシダ防災㈱、CHAMP GRIP 
協    力    (公財)行田市産業･文化･スポーツいきいき財団 行田市小針･長野地区自治会 Link TOHOKU  

日   時   第１ステージ 平成２７年１２月１３日（日） ８：５０～１５：００ 
     第２ステージ 平成２８年  １月１０日（日） ８：５０～１５：００ 
     第３ステージ 平成２８年  １月２４日（日） ８：５０～１５：００ 
     第４ステージ 平成２８年  ２月２１日（日） ８：５０～１５：００ 

受   付 古代蓮の里公園内 選手受付デスク 受付時間は下 表 参 照 

場   所 行田市 古代蓮の里 長野・小針 地区周回コース。1周２．７ｋｍ（小雨決行。降雪中止） 

時程及び競技種別     

カテゴリー 
募集 

周回数 
受付 

スタート 
終了 

人員 開始 終了 予測 

A 50才台・60才以上（臨時登録者） 
６０名 ４周 

7:50 ～8:20 
8:50 

9:10 B 50才台・60才以上（登録者） 

C 女子 （登録者・臨時登録者） ４０名 ４周 8:51 

D 上級 （登録者・臨時登録者） ８０名 ８周 
8:25 ～8:50 

9:15 
10:05 

E 中級 （登録者・臨時登録者） １００名 ８周 9:16 

F ジュニア上級（高校生登録者） ７０名 ８周 
8:55 ～9:40 

10:10 
10:55 

G ジュニア初級（高校生登録者） ７０名 ８周 10:11 

H 中学生（登録者） ３０名 ３周 
9:45 ～10:30 

11:00 
11:15 

I ビギナー（臨時登録者） 40名 ３周 11:01 

J エリート（登録者） 100名 １２周 10:10 ～10:50 11:20 12:25 

昼食 休憩 

学連 クリテリウム 

※  通年および臨時ともに平成２８年１月１日現在の年齢による。 
※  日本学生自転車競技連盟の参加者は（「学連」と言う）学連大会の実施要項による。 
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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。 

 

※最新版のJCF 競技規則は以下URL http://jcf.or.jp/?page_id=218 より閲覧出来ます。 

また、本連盟より最新版競技規則集の購入も出来ます本連盟WEBサイトをご参照下さい。 

参加者は競技規則を必ずご熟読ください。 

 

特別規則 

（１） 各ステージ順位は、ゴール着順をもって順位を決定する。 

（２） シリーズ総合成績は、各ステージのタイム合計により決定する。 

（３）同一スタートの先頭より３分遅れた選手はDNFとし競技より除外する。 

（４）各ステージ 1位に１０秒、 2位に６秒、 3位に４秒のマイナスタイムを与える。(タイム合計より減算する) 

（５）ニュートラリゼーションは落車した場合に移動審判に申告のあった場合のみ認める。 

パンク等機材交換の必要がある場合は、スタート/フィニシュライン付近の審判員に申告のうえ、機材交換を行い再

走行することができる。移動審判に申告なく再走行した場合または審判員に申告なく機材交換した場合はニュートラ

リゼーションを認めない場合がある。 なお、最後の２周に於いてはニュートラリゼーションを認めない。 

（６）シリーズ参加選手のゼッケン発行は第１ステージ受付のみになります。 

以降全ステージで同シリーズゼッケンを使用しますので各自管理すること。 

（７）シリーズゼッケンを忘れた場合はペナルティを科し、仮ゼッケンでの出走とする。 

 
参加資格  

（１）いずれのクラスも健康診断等で健康であることが証明出来ること。  

（２）ビギナー・カテゴリーは、自転車競技初心者で、本連盟主催大会で入賞経験の無い者とする。 

 

表  彰  

（１）各ステージのステージ賞はステージ毎に1位から３位の者に表彰状を各レース終了後３０分よりフィニッシュ・ラ

イン付近の本部にて授与する。 

（２）シリーズ総合優勝は、最終戦（２月２1 日〕のレース終了後１３：００より公園内の選手受付付近でシリーズ総合

１位の者に賞状と賞品を授与する。また、２位から３位の者には賞状を授与し、表彰する。 

（３）スプリント賞：各ステージの各クラス（中学生、ビギナークラスは除く）に於いて、周回ごとにコントロールライ

ンをトップで通過した者に１ポイントを与える。各ステージの全周回の合計ポイントによりスプリント賞を決定し

（同ポイントの場合は最終着順により決する）、各ステージの１位の者に賞品を授与し、表彰する。 

なお、スプリント賞はフィニッシュ・ライン付近の本部にて授与する。 

 

チャンピオン・ジャージ  

（１）シリーズ総合表彰式に於いて、「 C：女子 、F：ジュニア上級、J：エリート 」の総合成績１位の者に 
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チャンピオン・ジャージを授与する。 

（２）J：エリートのチャンピオン・ジャージを授与されたシリーズ総合優勝者は、翌年度シリーズ本大会に招待する。（参

加料のみ） 

 

参加申込方法 

（１）公告開始： 平成２７年９月１日（火）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：本連盟大会エントリー専用サイト https://gicz.jp/open/kobaton3 による。  

（受付に関する問い合わせはエントリー専用サイトに行うこと。） 

（３）受付期間：  平成２７年１１月１日(日) ～ 随時（各ステージ１２日前まで） 

（４）参加受理通知： 参加受理通知等は送付しない。エントリー専用サイトの入金確認を参加受理と変える。  

エントリーリストは各ステージ１０日 前より上記エントリー専用サイトと本連盟WEBページ上で確認できる。 

 
参加料  シリーズ申込 

 区分け 参加料金 
JCF 通年登録者 ¥16,000/4戦一括/1名 
中学生・高校生・女子等のJCF通年登録者 ¥13,000/4戦一括/1名 
JCF未登録、臨時登録者（女子含む） ¥18,000（臨時登録料含む）/4戦一括/1名 

（本大会競技中のみ有効の傷害保険料を含む） 
ステージ 申込 

 区分け 参加料金 
JCF 通年登録者 ¥5,500/１日のみ/1名 
中学生・高校生・女子等のJCF通年登録者 ¥4,000/１日のみ/1名 
JCF未登録、臨時登録者（女子含む） ¥6,500（臨時登録料含む）１日のみ/1名 

（本大会競技中のみ有効の傷害保険料を含む） 
※ 本大会競技中とは、各ステージのスタートからフィニシュまでとする。 
※ 納入した参加料は、災害・天候・社会的状況等によって中止があっても返却しない。 

 

注意事項  

（１）競技用コースは一般公道です。駐車場からコースへの移動および大会日以外でのコースの下見や試走する場合は、 

道路交通法（一旦停止、左側縦列一列走行など）を厳守すること。 

（２）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ちません。 

（３）駐車は専用駐車場のP1とP2のみ可能です、他は一般の方の駐車場です。常識を弁え留意して使用しましょう。 

（４）公園内でのテント等の設営および自転車での走行は一般来園者に迷惑となりますので禁止です。 

違反者は駐車場および競技より排除します。 

（５）競技中の負傷疾病に対しては主催者側で加入する傷害保険内の補償と現地で行う応急処置のみとし、その他は各自の

責任において行うこと。また、当日は必ず健康保険証を持参すること。 
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（６）参加者は、各自で出したごみは必ず持ち帰ってください。 

（７）競技で用いた計測チップは、競技終了後速やかにチップ回収所（選手受付付近）に必ず返却し、参加賞を受け取り

ください。 

（８）チップは個人登録されております。返却されなかった場合は、１５,０００円を実費請求します。 

 

観 戦 

（１）本大会の観戦はすべて歩道上でお願いします、農道部分には歩道が無く危険ですので観戦禁止とします。 

（２） 埼玉県行田浄水場正門前は緊急車両の出入りや保安上、観戦を禁止します。 

（３）本大会は会場周辺の住民が使用されている一般公道を使用して開催しております。 

（４）歩道は道路規制の対象外です。他の方の歩道通行の邪魔にならぬよう特に注意してご観戦ください。 

（５）観戦には、行田市内の循環バスが便利です。JR行田駅より「古代蓮の里」経由のバスをご利用ください。 

（６）行田市のレンタル自転車が JR 行田駅自転車ターミナルにて借りる事も出来ます。自転車を利用すれば JR 行田

駅より会場付近までは４０分ほどです。ご利用ください。（９：００～１７：００営業です） 

（７）コース内にはトイレの準備がありません。行田市古代蓮の里公園内のトイレをご利用ください。 

（８）コース内の喫煙は全面禁止です。喫煙は行田・古代蓮の里公園の喫煙所をご利用ください。 

（９）本会場内はもとより、行田市古代蓮の里公園に於いてもゴミは必ずお持ち帰りください。 

（１０） 行田・古代蓮の里公園内では地元名産の「行田うどん」「ゼニーフライ」等（有料)も販売しておりますので、ご

利用ください。 

 

 

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：０４８－８７１－９４３３  FAX：０５０－３７３７－１１１７ 

大会詳細・Communiqué・Result等は当連盟のWEBページに掲載しています。 

http://www.saitama‐cf.com 

 

大会ｴﾝﾄﾘｰは   https://gicz.jp/open/kobaton3 
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アクセス 

■東北自動車道 ｢羽生｣インターから道案内 

羽生インターを下りてすぐＴ字路（１つ目の信号）を右折する。 
１０分程度で国道１２５号バイパスへ出られます。 
国道１２５号バイパスへ出たところの｢砂山｣交差点（Ｔ字路）を右折  
熊谷方面へ向かいます。国道１２５号バイパスを走っていると１０分程度で｢下須戸（北）｣の交差点がありますので｢下須戸

（北）｣交差点を左折します。 

そのまま真っ直ぐ５分程度走れば｢古代蓮の里｣公園が見えてきます。 

＊目印の「古代蓮の里５０メートル展望タワー」が左手に見えます。 

■JR 高崎線 

行田駅 東口から行田市市内循環バス（観光拠点循環コース右・左回り） 

吹上駅 北口からタクシー【約8km】 

■秩父鉄道 

行田市駅 南口から行田市市内循環バス（東循環コース右回り） 

※駅からは行田市市内循環バス、またはタクシーをご利用ください。 

■レンタル自転車 

行田市駅 南口に行田市のレンタル自転車（有料）があります、観戦にご利用ください。 

利用時間帯 9:00～17:00 行田駅南口より会場までは自転車で約４０分 
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会場およびコース。当日の路面状況等により若干の変更があることもあります。 

   決定コースは当日の公式掲示板・FBにてご確認ください。 

 

 

 

駐車場  

 

駐車場は行田市「古代蓮の里」の図 P1、P2が使えます。 

なお、P1・P2 駐車内ではローラでのUP等は可能ですが他人

の迷惑にならぬようにしましょう。 

駐車場では、駐車以外の目的で駐車スペースを占拠する事

は禁止します。 

公園内を自転車に乗って走行する事は子供たち等一般の公

園利用者に迷惑をお掛けしますので絶対にご遠慮ください。 

 

※ 上記行為が判明した場合、本大会より排除し、駐車場か

らも出ていただく事となりますので、皆さんで譲り合い、

公園の一般使用者に迷惑をお掛けしない様にしてください。

※ 各地で一般地元の方とのトラブルにより大会開催が出

来なくなると、云った事例が発生していますのでご留意く

ださい。 

※ 公園内のゴミの持ち帰りもお願い致します。（ゴミ袋が

必要な場合受付でお声をお掛け下さい。） 


