第６９回関東自転車競技選手権大会実施要項
１．

主 催

(公財)日本自転車競技連盟，関東自転車競技連合

２．

主 管

群馬県自転車競技連盟

３．

後 援

(公財)ＪＫＡ，群馬県，前橋市，(公財)群馬県スポーツ協会

４．

協 力

(一社)日本競輪選手会群馬支部

５． 日時及び会場

平成29年7月8日(土)～9日(日）
YAMADAグリーンドーム前橋（周長333m）群馬県前橋市岩神町1-2-1

６．

参加資格

平成２９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連合加
盟の各都県車連より推薦された者
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５名女子選手２名までとする．

７．

競技方法

個人選手権および都県対抗とする．

８．

競技種目

個人種目：男子

(1)1kmT.T.，(2)スプリント，(3)ケイリン，
(4)スクラッチ(8㎞)，(5)ポイント・レース(24㎞)

個人種目：女子

(1)500mT.T.，(2)ケイリン，(3)スクラッチ(6km)

団体種目：男子

(1)チーム・パーシュート，(2)チーム・スプリント

団体種目：女子

(1)チーム・スプリント

９．

競技日程

第1日目 平成29年7月8日（土）
16：00～18：30(予定) ライセンスコントロール，走路練習
第2日目 平成29年7月9日（日）
8:00ライセンスコントロール，9：30競技開始(予定)

１０．

出場制限

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．女子個人種目は各都県
より2名，1人2種目まで出場できる．

１１．

補欠起用

男子5名女子2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，その種目に限り事前連絡および監督会議
を経て起用することができる．

１２．

申込方法

参加都県連盟は申し込み用紙をe-mailにて下記アドレスまで請求の後，期
日までに参加申込者を指定ファイルに記入し，e-mail宛にて申込送付する
こと．

e-mail;

gunmacyclingfederation@gmail.com

申込締切日；６月１２日(月)23：00まで

この事業は競輪の補助を受けて実施します．

※参加受理通知は送付しません．エントリー・リストは７月１日以降，都
県車連にメール連絡を行います．
参加料は競技者１名につき5,000円とし，申込締切日までに下記口座へ都県
車連ごとにまとめて入金すること．期日までに入金が確認できない場合，
エントリーを取り消す場合もある．

ゆうちょ銀行

【店名】０４８

【預金種目】普通預金【口座番号】3447188
【名前】グンマケンジテンシャキョウギレンメイ
１３．

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・スプリントの順位に
よる．

１４．

競技規定

2017年日本自転車連盟競技規則および監督会議申し合わせ事項を適用する．

１５．

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．

１６．

日

程

(1)ライセンスコントロール；
7月8日(土)16:00～18:00
7月9日(日)8:00～8:30

競技場フィールド内
競技場フィールド内

(2)競技役員受付； 7 月9日(日）7:30～
(3)監督会議；8:30～

競技場フィールド内

競技場フィールド内

(4)競技役員打ち合わせ；監督会議終了5分後～

競技場フィールド内

(5)練習時間（予定）
8日（土）16 ：00～18：30まで(フリー)
9日（日）走路練習時間は設けない．
１７．

その他

(1)宿泊については各都県でお願いいたします．
(2)7月9日(日)はエントリーされた監督および選手(補欠は含まず)に弁当を
支給します．
(3)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、治療に関する一切は個
人の責とします．

この事業は競輪の補助を受けて実施します．

(4)選手変更がある場合は変更届をライセンスコントロールまでに提出する
こと．
(5)登録された都県レースジャージを着用すること．
(6)JCF または JKA 公認のヘルメット使用を認める．練習も含め自転車乗
車時は必ず着用すること．
(7)ギア比制限は日本自転車競技連盟競技規則に準ずる．
(8)会場への入退場については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．
(9)YAMADAグリーンドーム前橋利用についてのお願い
①応援者の立ち入りは観客席のみとします．場外車券発売中での開催で
す．奇声や鳴り物による応援はご遠慮ください．
②フィールド内およびスロープの歩行は必ず運動靴を着用して下さい（サ
ンダル禁止）．
③ウォーミングアップオイルを塗布してのトラック入場は出来ません．
④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）
⑤駐車票を各都県選手団に2台分発行します．駐車票に書かれた場所に駐車
してください．また、各都県の競技役員には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．
⑥機材盗難・事故等の責および駐車中の盗難・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．
⑦会場内外での発電機の使用および，コンセントの使用は禁止します．
大会情報の提供 ：大会に関する公式な変更やお知らせは各都県車連および
以下で確認すること．
関東自転車競技連合
http://www.kanto-cc.org/
※群馬県自転車競技連盟のfacebookページにおいても変更やお知らせは掲
載する場合がありますが公式なものではありません．

○ 問い合わせ先
参加に関する問い合わせは所属の各都県自転車競技連盟へお願いいたします．
競技運営に関する問い合わせは下記アドレスへお願いいたします．
※群馬県自転車競技連盟において，専任職員は在籍しておりません．回答に時間を要する場
合があります．ご理解とご協力をお願いいたします．
群馬県自転車競技連盟
〒371-0804

群馬県前橋市六供町1224番地-4

板鼻昭様方

gunmacyclingfederation@gmail.com

この事業は競輪の補助を受けて実施します．

第69回関東自転車競技選手権大会タイムスケジュール（案）
7月8日(土)
15時00分 1:00 群馬県内競技役員会場準備
↓
16時00分 2:30 走路練習開始およびライセンスコントロール
↓
18時30分 0:30 練習終了
↓
閉場
19時00分
7月9日(日)
7時30分 0:30 群馬県内競技役員受付(開場)
↓
8時00分 0:30 ライセンスコントロールおよび群馬県外競技役員受付
↓
8時30分 0:30 監督会議および開会式
↓
9時00分 0:30 競技役員打ち合わせ
↓
9時30分 0:15 チームスプリント

決勝(5組)

9時45分 0:15 女子チームスプリント

決勝(5組)

10時00分 0:35 チームパシュート

決勝(5組)

10時35分 0:30 スプリント

予選

11時05分 0:15 女子スクラッチ（6㎞）

決勝

11時20分 0:20 スクラッチ（8㎞）

決勝

11時40分 0:15 ケイリン

予選（3組）

上位4名が準決勝

11時55分 0:15 女子ケイリン

予選（3組）

上位4名が準決勝

12時10分 0:20 スプリント

1/2決勝（1,2,3回戦）

12時30分 0:20 500ⅿＴＴ

決勝(9組)

12時50分 0:25 1㎞ＴＴ

決勝(9組)

13時15分 0:20 スプリント

決勝（1,2,3回戦）

13時35分

3-4位決定戦（1,2,3回戦）

スプリント

5位以下は予選タイムにて決定する

13時35分 0:10 女子ケイリン

準決勝（2組）

上位3名が決勝，その他は順位決定戦

13時45分 0:10 ケイリン

準決勝（2組）

上位3名が決勝，その他は順位決定戦

13時55分 0:40 ポイントレース（24㎞）
14時35分 0:05 女子ケイリン

決勝

14時40分 0:05 ケイリン

決勝
閉会式

15時15分 0:30
↓

競技役員解散

15時45分
↓
16時30分

閉場

※場外車券発売日のため，開始時間が前後する場合があります．

この事業は競輪の補助を受けて実施します．

