開催日：平成28年７月9日～10日

第６８回関東自転車競技選手権大会実施要項
1 主 催 公益財団法人日本自転車競技連盟・関東自転車競技連合
2 主 管 一般社団法人 埼玉県自転車競技連盟
3 後 援(予定)

公益財団法人ＪＫＡ・埼玉県・公益財団法人埼玉県体育協会

4 協 力(予定)

埼玉県県営競技事務所・大宮公園事務所・日本トーター株式会社
一般社団法人日本競輪選手会埼玉支部・

5 期 日 平成28年

7月９日(土)～１０日(日）

6 会 場 大宮公園双輪場（周長500m）埼玉県さいたま市大宮区髙鼻 ４丁目
7 参加資格 平成２８年度(公財）日本自転車競技連盟登録競技者で関東自転車競技連合加盟の各都
県車連より推薦された者。
8 参加人員 1 都県につき監督１名 男子選手８名 女子選手４名までとする。
補欠は男子選手２名女子選手１名までとする。
9 競技方法 個人選手権および都県対抗とする。
10 競技種目
個人種目：男子：(1) 1ｋｍＴＴ・「ＴＴ」（２名）
(3)ケイリン「ＫＲ」（２名）

(2) スプリント「ＳＰ」（２名）

(4) スクラッチ８ｋｍ「ＳＫ」（２名）

(5) ポイント・レース「ＰＲ」(24km) （２名）
女子：(6) ケイリン 「ＫＲ」
団体種目：男子

(7) スクラッチ(８km) 「ＳＫ」

(8) チーム・パーシュート「ＴＰ」 (9) チーム・スプリント 「ＴＳ」

：女子

(9) チーム・スプリント「ＴＳ」

11 競技日程
第1 日目 平成２８年 7 月９日（土）受付・バンク練習
第2 日目 平成２８年 7 月１０ 日（月）競技開始
開会式１２：００

１３：００

～１６：００

９：２０分より

閉会式 1６時００分

12 出場制限 (1) 男子 個人種目は各都県より2 名，団体種目以外に1 人2 種目まで出場できる。
なお，団体種目は参加選手から編成すること。 (2) 女子 1 人2 種目まで出場できる。
13 補欠起用 男子2 名女子1 名の補欠起用を認める。補欠登録選手以外の選手の参加は認めない。
正競技者が欠場の場合，その種目に限り監督会議を経て起用することができる。
14 申込方法参加都県連盟は参加申込者を期限までに電子データで下記の申込先まで送付すること。

参加申込方法
（１） 公告開始：平成２８年５月２０日より(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：
『２８年度
エントリーサイトのＵＲＬ

関東選手権』エントリー・サイト」による。
https://gicz.jp/open/kanto16
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（３） 受付期間：

平成２８年５月２０日 ～ 平成２８年６月２０日（月）

受付に関する問い合わせはエントリーサイトに行って下さい。
参加受理通知： 参加受理通知は送付しません、エントリーサイトでの入金確認メールを
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７月１日以降上記(一社)埼
玉県自転車競技連盟WEBページならびにエントリーWEBページ上で確認できます
（１）参加料

競技者１名につき5,000 円とし，申し込みと同時に納入すること。

（２）申込期限

平成２８年５月２０(月)～６月２０日（月） 締切り期日厳守のこと。

15 総合成績
(1) 男子競技得点 1 位7 点，2 位5 点，3 位4 点，4 位3 点，5 位2 点，6 位1 点を与え そ
の得点の多い都県順に順位を決定する。なお，同点の場合は，チーム・パーシュートの順
位による。
(2) 女子競技得点 1 位４点，2 位２点，3 位１点，を与え その得点の多い都県順に順位を決
定する。なお，同点の場合は，チーム・パーシュートの順位による。
16 競技規定 最新公益財団法人日本自転車連盟競技規則と，大会特別規則を適用する。
17 表 彰
(1) 男子個人種目 第1 位～3 位に賞状・賞品，第4 位～6 位に賞状を授与する。
(2) 男子団体種目 第1 位～3 位に賞状・賞品，第4 位～6 位に賞状を授与する。
(3) 男子団体総合成績 第1 位に賞状及び優勝杯，第2 位～6 位に賞状を授与する。
(4) 女子個人 種目第1 位～3 位に賞状を授与する。
(5) 女子団体総合成績 第1 ～３ 位に賞状を授与する。
18 日程
(1)選 手

受 付 7 月 9 日 (土）

選 手

受 付 7 月 10 日(日）

7:40～

8:10 ホーム側観客席 １F 裏

(2)競技役員受付 7 月 10 日(日）

7:45～

8:15 大宮双輪場内大会本部（ホーム側）

(3)監督会議・

8:35～

8:55 ホーム側観覧席

8:55～

9:10 スタート付近

7 月 10 日(日）

(4)競技役員打ち合わせ

13:00～ 16:00 ホーム側観客席 １F 裏

19 その他
(1)

宿泊については各都道府県でお願いいたします。

(2)

保険加入および応急処置： 参加者は各自でｽﾎﾟｰﾂ保険等に加入し，大会当日は健康
保険証（原本）を必ず持参すること。 また，競技中における負傷疾病についての応急処置
については主催者で対応するが、治療関する一切は個人の責とします。

(3) ライセンスコントロール ：7:50～8:15
①

都県毎 監督会議受付時登録証を提出する。（監督含む）ID＆BIB 発行

②

選手変更がある場合は変更届を各種目招集前に選手変更届を本部に提出する。
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(2) 着衣およびヘルメット
①

競技では登録された都県レースジャージ（ユニフォーム）を選手は着用すること。

②

JCF または JKA 公認のヘルメット使用を認める。練習も含めトラック内走行時は着用
すること。

(3) ギア比制限：本大会では，カテゴリーによるギア制限は設けない。
(4) 双輪場利用時についてのお願い
①

出入り口：

産業道路（東門扉）のみとなります。

他の出入り口は、本大会では

（観客も含む）使用出来ません。
② トラック入退場：

大会役員の指示に従ってください。ID の無い者は入れません。選

手はゼッケンを提示、アテンダント・監督は・プレス等は ID 提示の事
③ トラック内の歩行：必ず運動靴を着用して下さい。（サンダル禁止）
④ アップオイルを塗布してのトラック入場は出来ません。
⑤ ゴミは必ず持ち帰りください、ご協力をお願いします。
（※会場常設のごみ箱は絶対に使用しないでください）
⑥

駐車票を各都県選手団に４台分発行します、駐車票に書かれた通りお使いくださ
い。

また、関東自転車競技連合役員には各都県 1 台分の駐車票を別途発行します。

駐車の際は大会役員ならびに、会場警備員の指示に従い駐車ください。
⑦

駐車中の盗難・事故等の責は主催者で負いかねます。
会場の禁止区域には立ち入らないでください。

⑧

会場全体は夜終了後施錠しますが機材保管場所は設けません。

※（９日夜間の機材盗難・事故等の責は主催者では負いかねます。）
(5) 練習時間（予定）
①

第 1 日目 7 月

９日（土）13 時 00 分～16 時 00 分（フリー）

②

第 2 日目 7 月１０日

(日)

6 時 50 分～ 8 時:25 分

（2０分交代）

１、班

６：５０～

７：１０

埼玉・東京・群馬

２、班

７：１５～

７：３５

千葉・栃木・茨城

３、班

７：４０～

８：００

山梨・新潟・神奈川

４、班

８：０５～

８：２５

女子

フリー練習時間帯は定員を定め 25 分毎交代とします。また，10 日は競技会場設営の関係から
走路走行を中断する場合もあります
③

練習は受付終了者に限ります、必ず選手 ID を提示しトラックに入ってください。
大会情報の提供 ：大会に関する変更やお知らせは以下で確認すること。
１）（一社）埼玉県自転車競技連盟ホームページ
http://www.saitama-cf.com/index.html
２）関東自転車競技連合ホームページ
http://www.kanto-cc.org/
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３）会場内公式掲示板

以上で不明な場合の問い合わせ先
参加に関する問い合わせは（１）

競技運営に関する問い合わせは（２）

１） 各自所属の都県自転車競技連盟
２） （一社）埼玉県自転車競技連盟 事務局
E-MAIL cycle310@galaxy.ocn.ne.jp
電話問い合わせは

連絡

fax

050-3737-1117

携帯 090--8849-9921

木村光男
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