ＣＳＣクリテリウム大会要項
【主 催】
財団法人日本サイクルスポーツセンター
【実施会場】
５kmサーキット 特設コース（１周 500ｍ）
【実施内容】
周回コースによるクリテリウムレース。
・自 転 車／２輪車で変速機付のもの（一輪車、電動自転車、補助輪付車を除く）
ただし、未就学児童の部は補助輪付車の使用可能です。
・競 技 方 法／各カテゴリー別に一斉スタートする個人ロードレース
・カテゴリー／①未就学児童の部
500ｍ（定員：30名）
②小学生１～２年生の部（男女）２ｋｍ（定員：30名）
③小学生３～４年生の部（男女）３ｋｍ（定員：30名）
④小学生５～６年生の部（男女）５ｋｍ（定員：30名）
⑤中学生の部（男女）６ｋｍ（定員：30名）
・着 順 判 定／電気計時システムによるタイム計測（計測チップ取り付け）
当日のリザルトは、後日ホームページに掲載致します。
・ 表
彰／未就学児童の部は、男女の区分無しで１～３位に賞状、賞品
小学生のカテゴリーは、男女別で１～３位に賞状、賞品
中学生のカテゴリーは、男女別、学年別で1位に賞状、賞品、２～３位に賞状
・参 加 賞／参加者全員に配布
【開催日／申込期限】
回
開 催 日
申込期限
第１回
平成２２年 ５月２９日（土）
平成２２年 ５月２２日（土）
第２回
平成２２年 ６月１９日（土）
平成２２年 ６月１２日（土）
第３回
平成２２年 ７月１０日（土）
平成２２年 ７月 ３日（土）
第４回
平成２２年 ８月２１日（土）
平成２２年 ８月１４日（土）
第５回
平成２２年 ９月１８日（土）
平成２２年 ９月１１日（土）
第６回
平成２２年１０月２３日（土）
平成２２年１０月１６日（土）
第７回
平成２２年１１月２７日（土）
平成２２年１１月２０日（土）
第８回
平成２２年１２月２５日（土）
平成２２年１２月１８日（土）
第９回
平成２３年 １月２２日（土）
平成２３年 １月１５日（土）
第10回
平成２３年 ２月１２日（土）
平成２３年 ２月 ５日（土）
第11回
平成２３年 ３月１９日（土）
平成２３年 ３月１２日（土）
【スケジュール】
１２:００～１３:００ 参加者受付（５キロサーキット貸出場前）
１２:３０～１３:３０ 自由練習（特設コース内のみ走行可）
１３:３０～１３:４０ 競技説明
１３:４５～１４:００ 未就学児童の部スタート
１４:００～１４:２０ 小学生１～２年生の部 男女同時スタート
１４:２０～１４:４０ 小学生３～４年生の部 男女同時スタート
１４:４０～１５:００ 小学生５～６年生の部 男女同時スタート
１５:００～１５:２０ 中学生の部 男女同時スタート
１５:３０～１５:４０ 表彰式
【参 加 料】
（未就学児童の部及び会員） ５００円／人 （左記以外の方）
１，０００円／人
（当日申込み） 参加費プラス５００円／人
・参加料は受付の際お支払い下さい。
・お付添の方は、２名まで無料とさせていただきます。
・参加料には、入場料及び保険料を含みます。
・会員料金は、サイクルスポーツクラブ（旧 愛好会）加入中の方が対象です。

・自転車（ヘルメット付）のレンタルもございます。（MTB20インチ～各サイズ）
（一般の方） ５００円／台
（会員の方） 無 料
【申込方法】
申込用紙に必要事項をご記入の上、期限内に郵送、FAX、メールのいずれかにてお申し込み下さい。
当日申込みは 12：00～13：00 までの参加者受付の間に参加費プラス 500 円で受付けます。
申込用紙は、ホームページからダウンロードできます。
（申し込み先）〒410-2402 静岡県伊豆市大野1826
財団法人日本サイクルスポーツセンター 自転車競技振興部
ＴＥＬ０５５８－７９－０００４／ＦＡＸ０５５８－７９－００３６
E-mail acccj@csc.or.jp
【参加注意事項】
※雨天決行としますが、状況により中止とさせて頂く場合がございます。予めご了承下さい。
※自転車に乗車する際は、必ずヘルメットをかぶり、手袋を着用して下さい。
※必ず試走をして、コース、路面状況の確認をお願いします。なお、決められた時間以外の試走は
できませんのでご注意下さい。
※スピードの出し過ぎや無理な追い抜き等をせず、安全走行を心掛けて下さい。
※前の選手を追い抜く時は、原則右側（外側）から追い抜くこと。遅い選手は左側（内側）を走っ
てください。
※追い抜く時は、追い抜かれる選手に必ず声を掛けて下さい。声を掛けられた選手は、左右に寄ら
ずに真っすぐ走行して下さい。
※メカトラブル等で停車する場合は手を上げるなどして、周囲に停車することを知らせた後、周り
を良く見てコース端に寄り、近くのスタッフに声を掛けて下さい。
※貴重品等の荷物の預かりはいたしません。各自の責任でお願い致します。
※各自の体力に合わせ無理のない走行をお願い致します。
※走行中の傷病に対しては応急措置を行いますが、その後は本人負担となりますので、健康保険証
を必ずご持参下さい。
※大会に参加される方は、下記の誓約書に同意のうえ参加申込書に必要事項をご記入し、ご参加下
さい。
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私は今大会に参加するに当たり下記の事項を誓約致します。
記
１． 私は、主催者が定める規則・指示を遵守すると共に、健康管理には十分注意を払い参加します。
２． 私は、大会中における負傷、疾病等により、主催者から競技続行が困難であると判断された場合は、中
止勧告を受け入れます。
３． 私は、大会中における万一の事故、疾病に際しては、その原因のいかんを問わず主催者に対し、補償範
囲を超える責任の一切を免除します。
４． 私は、主催者の責に帰すべからざる事由により、大会が中止となった場合においても、主催者に対して
その責の追求並びに参加に要した費用等の請求は致しません。
５． 私は、主催者が承諾した大会に関連する広告・メディアなどに、自身の肖像・氏名などが使用されるこ
とを了承します。
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『ＣＳＣクリテリウム大会』参加申込書
参加希望

回

開

催

日

申 込 期 限

第1回

平成２２年 ５月２９日（土）

平成２２年 ５月２２日（土）

第2回

平成２２年 ６月１９日（土）

平成２２年 ６月１２日（土）

第3回

平成２２年 ７月１０日（土）

平成２２年 ７月

第4回

平成２２年 ８月２１日（土）

平成２２年 ８月１４日（土）

第5回

平成２２年 ９月１８日（土）

平成２２年 ９月１１日（土）

第6回

平成２２年１０月２３日（土）

平成２２年１０月１６日（土）

第7回

平成２２年１１月２７日（土）

平成２２年１１月２０日（土）

第8回

平成２２年１２月２５日（土）

平成２２年１２月１８日（土）

第9回

平成２３年 １月２２日（土）

平成２３年 １月１５日（土）

第 10 回

平成２３年 ２月１２日（土）

平成２３年 ２月 ５日（土）

第 11 回

平成２３年 ３月１９日（土）

平成２３年 ３月１２日（土）
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男 ・ 女
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〒

住
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※参加種目を○印で選択して下さい。
1. 未就学児童の部
4. 小学生５～６年生の部
2. 小学生１～２年生の部
5. 中学生の部
3. 小学生３～４年生の部

）
）

－
－
@

学年：

年生

（未就学児は記入不要）

・サイクルスポーツクラブ（旧 愛好会）所属の方： 練習所名
・一般クラブ所属の方： クラブ名
・その他の方： 学校名
※レンタルを希望される方は、それぞれ○印をご記入下さい。
ヘルメットのみ（無料）

自転車（ヘルメット付き ５００円）

※自転車をレンタルされる方は、希望する車種・サイズを○印で選択して下さい。
レンタル
ＭＴＢ（２０吋・２２吋・２４吋）／ロードレーサー（２４吋・２６吋）
※最小サイズは、ＭＴＢ２０吋（身長目安 120cm）となります。
※幼児用ヘルメットは各自ご用意下さい。
※参加希望の開催日の「参加希望」欄に○印をつけて下さい。（複数回のお申込みも可能です）
※各回とも定員になり次第締め切ります。
※お申し込みには、必ず保護者の承諾が必要です。
※参加者は必ずヘルメットとグローブをご用意ください。（ヘルメットのみのレンタルもございます）
※本書に関する個人情報は、本大会並びに当センターのご案内のみに利用させて頂きます。
＜お問合せ・申込み先＞

〒410-2402 静岡県伊豆市大野1826
財団法人日本サイクルスポーツセンター 自転車競技振興部
TEL:0558-79-0004/FAX:0558-79-0036/E-mail:acccj@csc.or.jp

