
第４４回近畿地域自転車競技選手権大会 実施要項

１．主催 近畿地域自転車競技連盟

２．主管 滋賀県自転車競技連盟

３．後援 （財）日本自転車競技連盟、（財）ＪＫＡ、日本自転車競技会近畿支部、滋賀県、滋賀県教育委

員会、大津市、大津市教育委員会（予定）、（社）日本競輪選手会滋賀支部、滋賀県高等学校体

育連盟自転車競技専門部

４．期日 平成２４年１０月２８日（日）

試走 ７：３０ ～ ８：２０

受付 ７：３０ ～ ８：２０

競技役員打合せ ８：３０ ～

開会式 ８：５０ ～

競技開始 ９：００ ～

５．会場 旧大津びわこ競輪場（滋賀県大津市二本松１－１）（周長 ５００ｍ）

６．競技種目

（１） 男子

① スプリント（ＳＰ）

② １ｋｍタイム・トライアル（ＫＭ）

③ ４ｋｍ速度競走（ＭＲ）

④ ポイント・レース（ＰＲ）

⑤ ケイリン（ＫＥ）

⑥ チーム・スプリント（ＴＳ）

⑦ チーム・パーシュート（ＴＰ）

（２）女子

⑧ 500ｍタイム・トライアル（女 500ｍＴＴ）

⑨ ２ｋｍインディヴィデュアル・パーシュート（女 2kmＩＰ）

７．競技方法 （財）日本自転車競技連盟競技規則および大会特別規則により実施する。

８．参加資格 201２年度（財）日本自転車競技盟に登録し、所属府県自転車競技連盟の推薦を受けた者と

する。

９．参加制限

（１）個人種目は２種目以内とする。但し団体種目は一人１種目とし、団体種目は各府県各種目１チームと

する。

（２）参加制限は特に設けないが、プログラム編成上申請タイムを必ず記入すること。

（３）参加選手により、一定数を満たさなかった種目は中止及び競技方法の変更を行うこともある。

１０．表彰 各種目とも１位～３位に賞状、副賞を授与する。

１１．参加料 一人 ２，０００円。

１２．申込方法および締め切り

（１）申込方法 各個人、団体は、以下の方法により申込して下さい。

①「参加申込書」データを以下のアドレスまで送付して下さい。

京都府自転車競技連盟 E-mail．office@kyoto-cf.com

この事業は競輪の補助金を受けて実施します。

http://ringring-keirin.jp



②「参加料」を以下のどちらかの方法で納入して下さい。

（いずれの場合も、振込手数料はご負担下さい。）

ａ．郵便振替による納入

郵便局備付の払込取扱票（青色）でお振込みください。

口座番号：０１０１０－２－３０２０６ 加入者名：京都府自転車競技連盟

※通信欄に「近畿ピスト、チャレンジ・ザ・近畿 参加料」と明記して下さい。

ｂ．銀行振込による納入

ゆうちょ銀行 一〇九（イチマルキュウ）店 当座 ００３０２０６

加入者名 京都府自転車競技連盟

※メモ（記事）欄に「近畿ピスト、チャレンジ・ザ・近畿 参加料」と入力して下さい。

（２）締め切り 平成２４年１０月１０日（水）必着

１３．ライセンスコントロール １０月２８日（日） 受付時に行う。

１４．その他

（１）参加選手は、必ずＪＣＦ公認及びＪＫＡ公認ヘルメット（競輪用ヘルメット）を着用すること。着用

しない場合は、練習及び競技に出走出来ない。なお、タイム・トライアル用（エアロヘルメット）の

公認ヘルメットは、1km タイム・トライアル、チーム・パーシュート、チーム・スプリント、女子

500m タイム・トライアル、2km インディヴィデュアル・パーシュートの競技時のみに限定して使

用を認める。（練習時は不可）

（２）大会参加中・競技中の疾病、傷害等の応急処置は行うが、その後の責任は負わない。

また、必要最低限の保険（死亡・後遺障害 5,762 千円、入院日額 3,000 円、通院日額 1,500

円）に入っていますが、不足する場合、参加者はあらかじめ、スポーツ傷害保険等加入を済ませ参加

すること。なお、初診より自己負担となるので、健康保険証を持参のこと。

（３）駐車場は指定された駐車場のみの使用となる。路上駐車や指定外駐車場への駐車ならびに、機材積み

おろしはしないこと。

（４）ゴミは各自で持ち帰ること。

（５）大会参加中・競技中及び練習中の事故やトラブルについては、原則としてその責任を負わない。

（６）競技結果の一覧については、各種目の順位表及び入賞者一覧表を作成する。

（７）本大会参加についての個人情報は、本大会のためにのみ使用し、その他の目的に使用することはあり

ません。

（８）報道機関等により記録、写真が公開されることがあります。

（９）宿泊について、斡旋施設はありませんので参加府県毎に手配すること。

（10）競輪事業廃止に伴い、ローラー台の数が少なくなっています。各自、各チームで必要数をご持参下

さい。



第４４回近畿地域自転車競技選手権大会 （参加申込用紙）

滋賀県自転車競技連盟
会長 田中 廣光

自転車競技連盟

印

印

ふりがな

選手氏名

合計

※ 出場種目に ○ を付けてください。（個人種目は一人２種目までとする。）

※ 不足する場合は、コピーしてお使いください。

※ 参考タイムは直近のタイムとし、スプリント、ケイリンは200ハロンタイム。1kmTT、4km速度競走は、1kmTTタイム。TS、TPは今季ベストタイムをご記入下さい。

※ 参考タイム（女子）は直近のタイムとし、女子500MTTは500MTT、女子2kmIPPは2KMIPPのタイムをご記入下さい。

総数（ ）人 男子（ ）人 女子（ ）人

4

5

00 0 0 0 0 0 0 0

女子
2kmIP

MSKM PR KE
女子

500TT
TS

種目別合計数

性別 所 属 ライセンス番号
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参考タイム

平成24年 月 日

所属連盟

会長名

連絡先（携帯電話）

申込責任者



第３回近畿自転車競技大会（チャレンジ・ザ・近畿）実施要項

１．主催 近畿地域自転車競技連盟

２．主管 滋賀県自転車競技連盟

３．後援 （社）日本競輪選手会滋賀支部、滋賀県高等学校体育連盟自転車競技専門部

４．期日 平成２４年１０月２８日（日）

試走 ７：３０ ～ ８：２０

受付 ７：３０ ～ ８：２０

競技役員打合せ ８：３０ ～

開会式 ８：５０ ～

競技開始 ９：００ ～

５．会場 旧大津びわこ競輪場（滋賀県大津市二本松１－１）（周長 ５００ｍ）

６．競技種目

（１）トラック・レーサーの部

① 500ｍタイム・トライアル （小学生男女・中学生男女、一般女子）

② １ｋｍタイム・トライアル （一般男子・中学生男子）

③ 200ｍフライング・タイム・トライアル（小学生以上の男女）

④ ケイリン （一般男子）

⑤４ｋｍスクラッチ（一般男子）

（２）ロード・レーサーの部

① 500ｍタイム・トライアル （小学生男女・中学生男女、一般女子）

② １ｋｍタイム・トライアル （一般男子・中学生男子）

③ 200ｍフライング・タイム・トライアル（小学生以上の男女）

④ ケイリン（一般男子）

⑤４ｋｍスクラッチ（一般男子）

７．競技方法 （財）日本自転車競技連盟競技規則および大会特別規則により実施する。

８．参加資格 特になし。ただし、未成年者は保護者の同意を必要とする。

９．参加制限

（１）一人２種目以内とする。

（２）参加制限は特に設けない。

（３）参加選手多数の場合は、抽選により種目数を制限することもある。

１０．表彰 各種目とも１位～３位に賞状、副賞を授与する。

１１．参加料 一人 ２，０００円（小、中学生は１，０００円。）。

１２．申込方法および締め切り

（１）申込方法 各個人、団体は、以下の方法により申込して下さい。

①「参加申込書」データを以下のアドレスまで送付して下さい。

京都府自転車競技連盟 E-mail．office@kyoto-cf.com

②「参加料」を以下のどちらかの方法で納入して下さい。

（いずれの場合も、振込手数料はご負担下さい。）

ａ．郵便振替による納入

この事業は競輪の補助金を受けて実施します。

http://ringring-keirin.jp



郵便局備付の払込取扱票（青色）でお振込みください。

口座番号：０１０１０－２－３０２０６ 加入者名：京都府自転車競技連盟

※通信欄に「近畿ピスト、チャレンジ・ザ・近畿 参加料」と明記して下さい。

ｂ．銀行振込による納入

ゆうちょ銀行 一〇九（イチマルキュウ）店 当座 ００３０２０６

加入者名 京都府自転車競技連盟

※メモ（記事）欄に「近畿ピスト、チャレンジ・ザ・近畿 参加料」と入力して下さい。

（２）締め切り 平成２４年１０月１０日（水）必着

１３．出走確認 １０月２８日（日）７：３０～８：２０までに受付を済ませて出走の確認をすること。

受付をしない選手は申込みを済ませていても参加できない。

１４．チャレンジ・ザ・近畿 参加確認事項

（１）参加選手は、必ずＪＣＦ公認及びＪＫＡ公認ヘルメット（競輪用ヘルメット）を着用すること。着用

しない場合は、練習及び競技に出走出来ない。なお、タイム・トライアル用（エアロヘルメット）の

公認ヘルメットは、中学生以下の選手およびケイリンでは使用を認めない。（練習時は不可）

（２）大会参加中・競技中の疾病、傷害等の応急処置は行うが、その後の責任は負わない。従って、参加者

はあらかじめ、スポーツ傷害保険等加入を済ませ参加すること。尚、初診より自己負担となるので、

健康保険証を持参 のこと。

（３）駐車場は指定された駐車場のみの使用となる。路上駐車や指定外駐車場への駐車ならびに、機材積み

おろしはしないこと。

（４）ゴミは各自で持ち帰ること。

（５）大会参加中・競技中及び練習中の事故やトラブルについては、原則としてその責任を負わない。

（６）競技結果の一覧については、各種目の順位表及び入賞者一覧表を作成する。

（７）本大会参加についての個人情報は、本大会のためにのみ使用し、その他の目的に使用することはない。

（８）関係機関ホームページ・報道機関等により記録、写真が公開されることがある。

（９）宿泊について、斡旋施設はありません。

（10）競輪事業廃止に伴い、ローラー台の数が少なくなっています。各自、各チームで必要数をご持参下

さい。

※ 以上の内容について、参加確認事項を熟読し、同意した上で、参加申込を行って下さい。

（本人確認のため、参加申込書をコピーして当日、持参してください。）



第３回チャレンジ・ザ近畿 参加申込書

滋賀県自転車競技連盟

会長 田中 廣光様

「参加確認事項」に同意の上、以下のように参加申込みをします。

選手氏名 チーム・学校名など ※登録している場合のみ
500
TT

1km
TT

200m
FTT

ｹｲﾘﾝ
4km
ｽｸﾗｯﾁ

500
TT

1km
TT

200m
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ｹｲﾘﾝ
4km
ｽｸﾗｯﾁ

西暦 年

月 日 生

※未成年の場合は、保護者の同意のサイン・捺印が必要です。

保 護 者 名： 印

連 絡 先：
（当日連絡をとれる携帯電話）

平成24年 月 日

住 所：

ロード・レーサーの部
出場種目

トラック・レーサーの部
ふりがな 所 属

生年月日
ライセンス番号

性別

※ 出場種目に ○ を付けてください。（一人２種目まで）


