第２３回犬山クリテリウムロードレース大会
主旨
本年も第２３回犬山クリテリウムロードレース大会を開催する運びとなりました。本大会は自転車
競技におけるロードレース人ロ、特に女子選手の普及拡大と、より多くの全国レべルの選手育成を
目的に、より多く皆さま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２３回犬山クリテリウムロ－ドレース大会

２．主催：

愛知県自転車競技連盟

３．後援：
（申請中）

犬山市
村田機械株式会社
愛知県サイクリング協会

４．協力：
（予定）
５．期日：

犬山市教育委員会

NPO法人犬山市体育協会

平成３０年６月１７日（日）小雨決行

６．大会
開門
ＡＭ７：３０
スケジュール：
（会場は住宅地にありますので開門まで静かにお待ち下さい）
試走
ＡＭ７：３０～ＡＭ８：３０
安全講習会 ＡＭ８：００～ＡＭ８：３０（午後に2回目を実施します）
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、出走
サインシートに記名し、集合した順番で整列して下さい。
開会式
ＡＭ８：３０
競技開始
ＡＭ９：００
７．場所：

犬山市橋爪中島２
村田機械（株） 犬山事業所
大会本部TEL（6/16.17 のみ有効） ０９０－２１８４－６５５０

８．競技種目：［Ａ］２時間チームエンデューロ
［Ｂ］個人タイムトライアル
［Ｃ］カテゴリー、組別による個人ロードレース
定 員
９．募集
［Ａ］２時間チームエンデューロ Ｅコース
カテゴリー：
１チーム３名までとする個人又はﾁｰﾑで規定時間１２０分を経過後
個人 ５０名
ゴールして、走行した周回数および着順を競います。（ﾙｰﾙは19.参照
ﾁｰﾑ ５０ﾁｰﾑ
［Ｂ］個人タイムトライアル
３．９ｋｍ Ｔコース(2.0×2 ) ３０名
［Ｃ］個人ロードレース
①末就学児Ａ ３～４才
０．２ｋｍ Ｋコース(0.2×1 ) ２０名
②未就学児Ｂ ５～６才
０．２ｋｍ Ｋコース(0.2×1 ) ２０名
③小学１～２年生
１．２ｋｍ Ｍコース(1.2×1 ) ２０名
④小学３～４年生
２．４ｋｍ Ｍコース(1.2×2 ) ２０名
⑤小学５～６年生
３．６ｋｍ Ｍコース(1.2×3 ) ２０名
⑥中学１～３年生
８．０ｋｍ Ｅコース(2.0×4 ) ３０名
⑦ビギナー(男子初心者)
１０．０ｋｍ Ｅコース(2.0×５ １００名
⑧スポーツ(男子中級者)
２０．０ｋｍ Ｅコース(2.0×10 １００名
⑨エキスパート(男子上級者)
３０．０ｋｍ Ｅコース(2.0×15) ３０名
⑩レディース未登録者
８．０ｋｍ Ｅコース(2.0×4 ) ３０名
⑪レディース登録者
１８．０ｋｍ Ｅコース(2.0×9 ) ３０名
⑫登録者（注２）
３０．０ｋｍ Ｅコース(2.0×15) ３０名
⑬フラットバーオープン（MTBも可） ８．０ｋｍ Ｅコース(2.0×4 ) ３０名
⑭マスターズ（注３）
１８．０ｋｍ Ｅコース(2.0×9 ) ５０名
会場地のご都合により、周回は前回までと違い右周回（時計まわり）となります、
又今後の会場地のご都合によりコース及び距離が一部変更される場合もあります事
ご了解願います。参加者はレース前に試走しコース及びコース状況等を把握願います。
落車等を未然に防ぐ意味より、参加競技者は個々の脚力、技量等に合わせた
カテゴリーの選択して頂くようお願い致します。
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何ら責任等に関与しません。

注１）各カテゴリーの申込人員により、組分けスタート、他のカテゴリーとの統合、
距離の変更などがあります。
注２）高校生の登録者については、スポーツでのエントリーも認めます。
注３）４０歳以上でスポーツ以下のカテゴリーの方とします。
注４）１人につき個人ロードレース参加種目は１種目のみとし、２時間チーム
エンデューロ、個人タイムトライアルを２．３種目目にすることは出来ます。
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) エントリー時の登録者・未登録者の記載は自己申告とします。
１０．参加資格：過去の当大会ビギナー、スポーツ各組１～３位入賞者は今回ワンランク上のクラスで
エントリーして下さい。尚、主催者側は過去の記録の事前調査は行いません。
◆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。
◆健康な男女
◆１８歳末満（大会日年齢）の競技者は、参加申込時に保護者の同意が必要です。
この保護者の承諾のない場合には競技に参加できません。
個人ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ①～⑥のｶﾃｺﾞﾘｰの競技者は当日必ず保護者が帯同して下さい。
◆２時間エンデューロ大会は未就学児の参加は出来ません。
◆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

申込方法について
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。
◆受付は申込・入金完了順とします。 各カテゴリー定員に達した時点で締切ります。

URL

：

http://aichi-cf.jpn.org/

上記ホームページ内、「大会情報」→「第２３回犬山クリテリウムロードレース大会」
から インターネット経由による参加申込をクリックします。 申込み専用
の業者サイトへリンクしますので エントリーフォームに従って入力して下さい。
注1）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。
注2）参加料お振込後の返金は、いかなる場合も致しません。
１２．参加
申込締切

平成３０年６月３日（日） 厳守 ２４時にてリンクが外れます。
当日の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

◆犬山クリテリウムロードレース大会事務局 TEL 052-881-5024 FAX 052-881-5211
〒466-0034 名古屋市昭和区明月町１－１ 石原方
◆愛知県自転車競技連盟
Email info@aichi-cf.jpn.org

１４．参加料：［Ａ］２時間チームエンデューロ １人チーム
１チーム ￥５．５００
２時間チームエンデューロ ２人チーム クラスＲ・Ｘ １チーム ￥７，０００
２時間チームエンデューロ ３人チーム クラスＲ・Ｘ １チーム ￥８．５００
クラスＲ：ロードレーサーのみの構成 クラスＸ：クラスＲ以外の構成
このカデゴリーの表彰は１人チーム・チームＲ・チームＸ の３クラス別に行います。
［Ｂ］個人タイムトライアルのみの場合
￥３，５００
［Ｃ］個人ロードレース（Ａ．Ｂに参加の場合 参加料の減額があります）
◆①～②
￥１，０００
◆③～⑥
￥２，０００
◆⑩～ ⑪
￥２，５００
◆⑦～⑨．⑫～⑭ ￥４，５００
１）２種目以上参加の場合は、参加料より￥５００を減算いたします。
１５．競技規則：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。
１６．参加上の １）競技規則および競技運営・管理上の規定を厳守して下さい。参加者および
注意事項：
その関係者の方で、大会役員・会場管理者の意向に著しく反する場合は退場とします
２)コース内の走行は十分留意し、他の選手の走行妨害などをせず、最大限に安全に努め
る事。参加選手は、大会および付帯事項で発生した事故に対し、自己の責任において
一切の処理をしなければならない。
３)万一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。

４）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。
５）競技、練習中を問わずへルメット（ＪＣＦ公認シール貼付要）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。
(ヘルメットの有効期間は使用開始後３年間が目安です、有効期間を過ぎたヘルメ
ットは事故や転倒の際に十分な保護性能を発揮しないおそれもありますので、
十分にご注意下さい。)
６）昼食、ゴミ袋は各自持参し、コース及び会場周辺の美化に努め【ゴミ】は、必
ず各自お持ち帰り下さい。
７）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。
８）自動車でのご来場は駐車スべ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
９）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。
１０）会場内の芝生部分への立入は禁止です。
１１）大会開催中、参加選手自身の自転車及び貴重品等は、各自の責任において管理して
下さい。
１２）競技走行中の撮影禁止
肖像権、著作権を保護するため、競技走行中の競技者による撮影行為は禁止する。機器
取付・撮影行為の確認により競技者は失格とし、後日、動画サイト等にアップロードされ
ていることが確認された場合も同じ対応とする。ただし、主催者が特別に認めた場合
この限りではない。
１７．使用自転車：人力のみで駆動するフリーホィール式ロードレーサーおよびフラットバー式自転車
とします。（参加したい自転車のタイプが判らない方は問い合わせ先まで連絡を）
１）①～⑥、⑬［Ａ］のカテゴリーのみロ－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。
２）⑬のフラットバーオープンは、フラットバーハンドル付のものとします、MTB車も可
（エンドバーの取り付けは。認めません）
３）［Ｂ］個人タイムトライアルのみスピナッチ、ティラミス等のエキステンション
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は出来ます。
４）車検は行いませんが、原則的に、大会前にサイクルシヨップにて点検を受けて下さ
い。（過去の大会に於いて、劣化したタイヤを使用してのコーナー部での落車が
数件発生しています。）
５）大会当日、整備不良と見られる車両及び上記に該当車輌は出走を取り消します。
１８．表彰
記録：

各カテゴリー・各組１位～３位までを入賞とし、確定後順次表彰します。（未就学児は
除く。また申込人員が１０名以下の場合は１位のみの表彰とします。）その他クラス
により、周回賞や特別賞もあります。
計測チップの返却が無い場合は５０００円を後日大会事務局から請求させて頂きます。
リザルトの配布はありません。大会終了後１週間位に 愛知県自転車競技連盟のホーム
ページにリザルトを掲載します。
※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競技者は競技開始予定時間１５分前までに召集地点に集合し、出走サインシートに記
名し、集合した順番で整列してください。サインシートに記名無き選手は、たとえゴ
ールラインを通過しても、周回及びゴールを認めません。
②競技者は競技中ｾﾞｯｹﾝ･ｾﾞｯｹﾝｼｰﾙ､ﾍﾙﾒｯﾄ･ｶﾊﾞｰ、計測ﾁｯﾌﾟ等を指示どうりに取り付けて
下さい。なお指示以外の取り付けをし判定が難しい場合は失格となります。
③トップ選手がゴールした時点から他の選手もその周回が最終回となります。また競技の
安全を優位に考え周回遅れ及び競技役員の判断により競技の中止を命じる場合があり
ます。
④競技中、第三者からの機材補給、飲食物の補給は受けられません。
⑤割り込み走行や走行妨害などは他の競技者にとって大変迷感になるばかりか大きな事
故につながる恐れがあります、レース中万一蛇行した場合は失格となります。又競技
中、いかなる場所でも、いかなる物を投棄した場合も失格となります。
⑥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
⑦参加選手は危険防止の為、ゴール前後でハンドルから手を離した場合は失格となる
場合もあります。
⑧当日は役員の指示に従って必ず１周回以上試走して下さい。
⑨競技途中、リタイヤ及び競技の中止を命じられた競技者はゴールラインを通過しない
で下さい。

⑩競技中、落車、機材故障等によるニュートラルは認めません。
⑪各カテゴリー共、ゴール後早急に入賞者着順を発表しますが、発表後１０分以内に異
義の申し立てがない場合は確定とします。異義の申し立ては選手本人又はチーム
代表者1名(未成年の場合は保護者同伴）が競技本部へお越し下さい。
２時間エンデューロ大会
①１チーム３名までとする個人および団体で規定時間を経過後ゴールして、走行した周
回数および着順を競います。使用自転車は17.に準じ、確実に整備されたものであれば
可とします。
②ライダー交代はあらかじめ指定された場所でのヘルメット・カバー及び計測チップの
受け渡しによって行います。
③規程時間（２時間）の１０分前にピットエリアを閉鎖します、閉鎖後選手交代は出来ません
④指定ピット以外での機材交換は禁止します。
２０．宿泊について：会場内は夜間駐車及び宿泊はできませんので、ご協力ください。
※会場近くの観光、宿泊施設については、犬山市観光案内所 http://www.inuyama.gr.jp/
にお問合せの上ご自身にて、ご予約等お願い致します。
２１．会場への道順：
ｍｕｒａｔｅｃ
会場
愛知県犬山市橋爪中島２
村田機械（株）犬山事業所
交通機関
新幹線名古屋駅より
名鉄新名古屋駅から、犬山方面行き普通電車
に乗車して約３５分。犬山口駅で下車。徒歩
約５分。特急または急行電車に乗車して約
２５分で犬山駅下車。タクシーにて約５分。
名神小牧ＩＣより
国道４１号線犬山方面へ車で約２０分

大会参加に際して提供される個人情報は、本大会活動に係る資料、プログラム。競技結果、報道・
情報メディア、次回開催案内、事務連絡などに利用するものとし、これ以外のは利用いたしません。
尚、大会の様子を撮影した写真を大会報告、次回広報活動等に使用します。

