第17回エンジョイバンクＩＮ名古屋
愛知県自転車競技連盟
（公 印 省 略）
主旨
本大会は自転車競技におけるトラック競技の参加者が低迷するなか、ロードレーサー等 愛好家にバンク（競輪
場）におけるトラック競技の楽しさ、面白さ、マナーなどを正しく理解して頂き、バンク （競輪場）に親しみ、体力の向
上と健全なる精神の育成を図り、より一層の自転車競技の普及と発展を願って、より多くの方に参加して頂ける大
会をめざし、開催いたします。皆様のご参加とご協力をお願い申し上げます。
大会要項
１． 大会名

第17回エンジョイバンク ＩＮ 名古屋

２． 主催

愛知県自転車競技連盟

３． 後援
（予定）

（公財）ＪＫＡ （一社）日本競輪選手会愛知支部
名古屋競輪組合 愛知県教育委員会 （公財）愛知県スポーツ協会
名古屋市教育委員会 （公財）名古屋市教育スポーツ協会

４． 特別協賛
（予定）

（株）深谷産業

５． 期日

令和元年７月２８日（日）（小雨決行）

６． 大会
スケジュール

試走
ＡＭ７：３０～ＡＭ８：３０
初心者バンク講習会
ＡＭ８：００～ＡＭ８：３０ (本部テント前に集合してください）
受付
ＡＭ８：００～
注1）各自レースのスタート予定時間３０分前までに受付を済ませて下さい
注2）各自レースのスタート予定時間１５分前までに招集場所に集合して下さい。
開会式
ＡＭ８：４５
競技開始
ＡＭ９：００

７． 場所

名古屋市中村区中村町字高畑６８ 名古屋競輪場（400mﾊﾞﾝｸ）

８． 競技種目

［Ａ］トラックレーサー部門
［Ｂ］ロードレーサー部門
［Ｃ］フラットバーオープン部門
［Ｄ］ミニチームスプリント

９． 募集
カテゴリー

［Ａ］トラックレーサー部門
1. 1000ｍタイムトライアル 男子 … 高校生以上の男子
2. 1000ｍタイムトライアル 中学男… 中学生の男子
3. 500ｍタイムトライアル 女子 … 高校生以上の女子
4. 500ｍタイムトライアル 中学女 … 中学生の女子
5. スプリント プレミアム … 中・上級者男子（目安 200mハロン13.5秒以内）
6. スプリント チャレンジ … 初級者男子 （目安 200mハロン13.6秒以上）
7. スプリント レディース … 女子
8. ケイリン プレミアム … 中・上級者男子（申告タイム順にレース番組を組立て）
9. ケイリン チャレンジ … 初級者男子（申告タイム順にレース番組を組立て）
10. ケイリン レディース … 女子 （３名以上の参加が無い場合はNO.9のｶﾃｺﾞﾘｰに統合）
11. スクラッチ プレミアム … 中・上級者男子（申告タイム順にレース番組を組立て）
12. スクラッチ チャレンジ … 初級者男子（申告タイム順にレース番組を組立て）
［Ｂ］ロードレーサー部門
13. 1000ｍタイムトライアル 男子 … 高校生以上の男子
14. 1000ｍタイムトライアル 中学男 … 中学生の男子
15. 500ｍタイムトライアル 女子 … 高校生以上の女子
16. 500ｍタイムトライアル 中学女 … 中学生の女子
17. 1000ｍタイムトライアル 小高男 … 小学生男子（４・５・６年生）

18. 500ｍタイムトライアル 小高女 … 小学生女子（４・５・６年生）
19. 400ｍタイムトライアル 小低 … 小学生男女（１・２・３年生）
20. 1200ｍロードケイリン プレミアム … 中・上級者男子
21. 1200ｍロードケイリン チャレンジ … 初級者男子
22. 1200ｍロードケイリン レディース … 女子
23. スクラッチ … 男子
24. スクラッチ … 女子
［Ｃ］フラットバーオープン部門
25. 1000ｍタイムトライアル 中学男 … 中学生の男子
26. 500ｍタイムトライアル 女子 … 高校生以上の女子
27. 500ｍタイムトライアル 中学女 … 中学生の女子
28. 400ｍタイムトライアル 小男 … 小学生の男子
29. 400ｍタイムトライアル 小女 … 小学生の女子
30. 100ｍタイムトライアル男子・女子 … 3才以上の未就学児
［Ｄ］ミニチームスプリント
１チーム３名 当日受付のみ。上記競技に１種目以上エントリーされる３名にてチームを構成
して下さい。性別、車種不問。当日のみのチーム 大歓迎です。
カテゴリー選択は自己申告です。主催者はこの申告を尊重しなんら責任等に関与しません。
注1） 予選なしの一発勝負です(参加人員による)、ただし、スプリントは予選から始めます。
注2） 原則として、自己申告タイム順にてタイムトライアルから競技開始となります。
注3） ケイリンは、自己申告タイム順にてレース番組を編成しますので必ず自己申告タイムを
記入して下さい。
注4） トラックレーサー・ロードレーサー・フラットバーオープンの２部門あるいは３部門にエント
リーも可能です。 ただし、その為にスケジュールを調整することはありません。
注5） 各カテゴリーの申込み人員により、他のカテゴリーとの統合、変更などがあります。ただ
し原則的には、車種を混合しての競技は行いません。
１０． 参加資格

◆申し込みと同時にJCF登録者以外の方は、全員臨時競技者登録を実施する。この登録は
当大会にのみ有効なもので、登録証は発行しないものとする。
◆１８才末満（大会日年齢）の競技者は、参加申込み時に保護者の同意が必要です。
この保護者の同意のない場合には競技に参加できません。
◆2･4･14・16・17・18・19・25・26・27・28・29・30のカテゴリーの競技者は保護者同伴で参加して
下さい。
◆主催者と共にモラルの向上に努め、会場の美化に協カして頂ける方

１１． 参加
申込要項

インターネツトの環境の無い方は大会事務局へご連絡願います。
申込方法について
1） URL ： http://aichi-cf.jpn.org/

上記ホームページ内、「大会情報」→「第１７回エンジョイバンクＩＮ名古屋」→「Ｗｅｂエント
リー」よりエントリーフォームに従ってお申込下さい。
送信後、受理番号(※注2)が記載された受付画面が表示されます。
受付確認メールは送信されませんので、受付画面を印刷していただくか、受付番号をメ
モにお控えください。
注1） エントリー後の、種目等の変更は出来ません。(特別の事情と認めた場合は除く)
参加料送金について ※送金手数料は、参加者にてご負担願います。
お振込口座
振込口座
銀行名 三菱ＵＦＪ銀行
大府支店
口座番号
普通預金 １３９９４７９
（本連盟の登録関係及び他の県内大会とは、口座番号が違いますのでご注意願います。）
口座名儀
愛知県自転車競技連盟事務局 事務局長石原正和
参加料は令和元年７月１0日（水）までにお振込願います、エントリーをされても期日まで
にお振込のない場合は、自動的にキャンセル扱いとなります。
注2） 振込名義人欄には、「受理番号＋氏名」を忘れずにご記入下さい。振込名義人欄に受
理番号の記載がない場合、未入金扱いとなります。
注3） 参加料受領証や参加証の発行は省略させていただいております。
開催１週間くらい前に上記連盟ホームページに参加者リスト及び注意事項を掲載いた
しますので、各自にて参加受託等ご確認願います。

１２． 参加
申込締切

注4） 参加料お振込後の返金は、いかなる場合も致しません。
令和元年7月10日（水） 厳守 ２４時にてリンクが外れます。
ミニチームスプリント以外の当日参加申込はありません。必ず事前申込を行って下さい。

１３． 問合せ先

◆エンジョイバンク事務局 TEL 052-881-5024 FAX 052-881-5211
〒466-0034 名古屋市昭和区明月町１－１ 石原正和方
◆愛知県自転車競技連盟
Email info@aichi-cf.jpn.org

１４． 参加料

男子高校生以上

１種目…１５００円、２種目…２０００円、３種目…２５００円
４種目以上 １０００円＋種目数×５００円
（例） ４種目なら３０００円・５種目なら３５００円）
女子高校生以上 種目数にかかわらず １０００円
中学生・小学生 種目数にかかわらず
５００円
未就学児
無料
ミニチームスプリント １チーム５００円
ただし、上記個人種目競技に１種目以上エントリーされた３名でチームを構成することが条件
です。
注） 大会当日、雨天等で中止の場合であっても、参加料の返金は致しません。

１５． 競技規則

１６． 参加上の
注意事項

本大会は（公財）日本自転車競技連盟規則に準じ、本大会特別規則によって実施します。本
大会特別規則は本大会のための規則であり、他の競技大会に適用されたり、先例となるもの
では有りません。
1) コース内の走行は十分留意し、参加者同士ルールを守り、事故を起こさないようにしま
しょう。又競技中の事故による負傷等について応急処置は主催者側で行いますが、その
後の処置は参加者本人の責任とします。万一の競技中の事故は主催者側にて競技参
加者全員に傷害保険をかけてありますので当日、救護所にて救護報告された方で大会
終了後、入院治療・後遺障害・死亡となった方は、大会から３０日以内に事務局までご連
絡下さい。限度額は怪我による死亡．後遣障害が５００万円、入院が１日３，０００円で
す。傷害保険限度額以上の補償には応じられません。
2) 申込者不参加のため、代わって代理人が出走する事は認めません。
3) 競技、練習中を問わずへルメット（ＪＣＦ公認シール貼付要）又はＪＫＡ認定及び手袋の
着用を義務づけます。ただし、小学生以下の方のヘルメットは保護者の責任において
未公認へルメットでも出走を認めます。
4) 参加者は健康保険証（写しでも可）を、必ず持参下さい。また登録者は、登録証も持参
下さい。いずれも持参なき場合、出走できないこともあります。
5) 昼食、ゴミ袋は各自持参し、会場内及ぴ会場周辺の美化に努め各自【ゴミ】は、必ずご
自宅にお持ち帰り下さい。
6) 当日会場内では火気厳禁及び調理禁止です。又喫煙は主催者側が指定した場所のみ
です。
7) 自動車でのご来場は中村公園スポーツセンター入口にて役員が駐車場案内を致しま
す、指示に従い駐車願います。
又駐車スぺースに限りがありますので、なるべく１台の車にて便乗で願います。
大型車両の駐車は不可、役員の指示に従って駐車をお願い致します。
中村公園スポーツセンター入口での、車による器材の搬入は午前９時まで容認します
が、以後の同センター入口付近での搬入、出は禁止いたします。
8) すべての競技者は開会式、競技説明に原則的に参加しなければなりません。
9) バンク内では、写真・映像撮影及び自転車へのインボードカメラ装着を禁止します。（報
道関係等、主催者が許可した方は除く）
10) バンク内に入場されるすべての方はゴム底の靴(ハイヒール不可)をご用意願います。又
バンク内でのレーサーシューズよる歩行は厳禁です。運動靴を持参して下さい。
11) チェーン等に、油を付ける選手は、油をよく拭き取ってから走路へ入って下さい。
12) 試走は競技役員の指示に従い、充分に注意し走行すること。
13) 競技に必要な空気入れ・工具等は参加者各自にて準備願います。大会側では用意して
いません。

１７． 使用自転車

人力のみで駆動する自転車とします。
1) トラックレーサー部門は、試走・競技においてフリーホイル、多段ギヤ、ブレーキ装着を
禁止します。

2) トラックレーサー部門を除き、ロ－ドレ－サー以外の使用は認めますが、ブレーキは最
低２つ付いており十分動作し、競技上危険となるドロヨケ、キャリア、スタンド等の部品は
取り外し、危険な突起物のないものとします。（スピードメーターは可）
3) フラットバーオープンは、フラットハンドル付のものとします。（エンドバーの取り付けは認
めません）
4) 夕イムトライアル出場のみスピナッチ、ティラミス等のエクステンションバー、デルタ、ブル
ホーン、トライアスリート用ハンドル等の使用ができます。
5) 車検は行いませんが、原則として、大会前にサイクルシヨップにて点検を受けて下さい。
6) 大会当日、整備不良と見られる車両は出走を取り消します。
7) 自分の自転車が、どのカテゴリーか判らない場合は 問合せ先まで連絡下さい。
１８． 表彰

各カテゴリー・各組１位のみレース後、即時表彰します。それ以降は後日 愛知県自転車競技
連盟ホームページにて掲示します。〔未就学児の表彰は除く〕
注） 表彰対象者が表彰式に欠席の場合(代理人可)は空位とし、リザルト等からは削除しま
す。

１９． 競技ルール
全般

1)
2)
3)
4)

競技者は競技開始予定時間１５分前までに招集地点に集合して下さい。
競技者は競技中ヘルメットカバーを指示どうりに取り付けて下さい。
競技中、競技役員から競技の中止を命じられた競技者は直ちに競技を中止して下さい。
競技中に起きた事故については、その軽重に関わらず、必ずその日に救護所又は競技
本部に届けてください。連絡のない場合は保険金が支払われない場合もあります。

5) 競技者は危険防止の為、ゴール前後でハンドルから手を離した場合は失格又はペナル
ティを課します。
6) 競技中、機材故障等であっても猶予周回はありません。
7) 各レースゴール後早急に結果を発表しますが、発表後１０分以内に異義の申し立てが
無い場合は確定とします。異義の申し立ては選手本人(未成年の場合は保護者同伴）が
競技本部へお越し下さい。
ケイリン

４周回（1.6km)で競技をします。最初の１周はスタート時イン側に近い選手からペー
サーの後ろに１列につき先行競技者を追い抜かないようにして下さい。１周回終了後
ペーサーを追い抜かなければ自由に動くことができます。
残り２周回(800m)ホーム側のセンターラインをペーサーが退避してからスプリントを行
いゴール着順を競います。

スプリント

200ｍ線からのフライング・スタートのタイムによりスプリント・トーナメントに進出する競技
者を決定し、決勝と順位決定戦を行います。

タイム
トライアル

スタンディング・スタートで指定の距離を走る個人タイムトライアルです。

* 1200ｍ
ロードケイリン

1200ｍ（３周）で競技者は、ペーサーのうしろで周回した後、ゴール手前400ｍ（１周）で
ペーサーが退避してからスプリントを行い、ゴール着順を競います。

*スクラッチ
*ミニチーム
スプリント

１周の競走外周回の後フライング・スタートをし、定められた距離を走りゴール着順を競
います。
１チーム３名の競技者がスタートして半周完了時、先頭を走行していた第１走者がチー
ムから離脱し、続いて第２走者が先頭を走る。その半周後第２走者がチームから離脱。
最終半周は第３走者が一人で走行し、チームのタイムを競います。（第３走者は、合計
600m走ります）
注） * は、本大会特別規則にて実施です。ＪＣＦ規則とは異なります。

申し込み時に得た個人情報は、大会運営の目的以外には使用しません。大会プログラムに参加者の氏名・所
属・住所(県、市、区、郡、町まで)年令を掲載します。
また、大会出場中の映像、写真、記事、記録等のテレビ、新聞、インターネットなどへの掲載権は、主催者に属
します。以上のことに同意のうえ、お申込み下さい。

