
自 転 車 競 技

1 .主 催  (財 )日本体育協会  二 重県  (財 )二重県体育協会

(財)日本自転車競技連盟  伊 勢市

管  二 重県自転車競技連盟2 .主

3.期   日  平 成 22年 9月 19日 (日)

4.会  場  二 重県営サンアリーナ周辺周回コース (〒 516-0021伊勢市朝熊町字鴨谷 4383-4)

5.種 目(種別)・参加人員及び年齢区分

(1)実 施種日 (種別)・参加人員

*都 道府県代表は、監督 (選手を兼務することができる)1名 と選手の編成とする。

*各 種別において、参加人員が満たない場合及び超過の場合には統合、人員制限等の調整

を行 うことがある。

(2)年 齢区分

男子 1部 (35歳以上、40歳未満)

2部 (40歳以上、45歳未満)

3部 (45歳以上、50歳未満)

4部 (50歳以上、55歳未満)

5部 (55歳以上、60歳未満)

6部 (60歳以上)

女子 (35歳以上)

6.競 技規則

2010年版 (財)日本自転車競技連盟競技規則及び大会特別規則による。

7_参 加資格、年齢基準及び所属都道府県

総則に定めるほか、次による。

(財)日本自転車競技連盟の平成 22年度登録を完了し、所属都道府県連盟の承認を得た下記に該

当する者。

1)選 手
′

(1)登 録は、アマチュア競技者とする。

種 碑 ≡
~~―

― __邁 豊 型 1部 2部 3部 4部 5部 6部

男子 個 人 ロー ド・レース
51km

4 0名

45km

40名

45km

40名

36k腕

40名

36km

40名

30km

40名

女子 個 人ロー ド・レース 30km/40名



(2)年 齢は、平成 22年 4月 1日 現在、満 35歳 以上とする。

(3)第 65回 国民体育大会自転車競技会 (都道府県大会を除く)に 選手として参加する者

は、日本スポーツマスターズ2010自 転車競技会に選手として参加することはでき

ない。

2)監  督

原則として(」ゆ 日本体育協会公認自転車競技指導者 (指導員 。上級指導員 ・コーチ ・上級

コーチ)の 資格を有する者とするが、競技規則集の基準も採用する。

3.表  彰

(1)各 種目の第 1位から第 3位 までの者に、それぞれ記念品を授与する。

1(2)各 種目の第 1位から第 8位 までの者に、それぞれ賞状を授与する。

9.参 加 料

1人 3,000円 (監督専任者を除く)

*参 加者の旅費、宿泊費、参加料は自己負担 とする。

*納 入後の参加料は返金 しない。

*地 震 ・風水害等により大会を中止した場合、旅費 ・宿泊費の補償はしない。

■o.卸 申辺J武去      職 22年 7月 10日 (D  2癖 義資寺

所定の申込用紙|… を記入し、下記に郵送すること。

FAXI電話の申し込み、締め切り以後の変更などは一切受け付けなしヽ

〒349‐0221埼 螂 玉郡白騨 J」綱憫 47Ⅲ169渡 邊方 埼玉県白い

参加料  競 技者1名につきa00o円 を郵便振込で申込と同時に払込むこと。     |

郵便振替日座番号 00520=8=69407切 嘔～着名 :埼鋤

通信欄に 「日本スポーツマスターズ」を明記する事

11.参 加上の注意

総則に定めるほか、次による。

(1)ユ ニフォームは、各所属等 (所属のチーム、都道府県別或いは無地のもの)を 着用するこ

と。

(2)受 付時に競技者登録証を提出すること。

12.宿 泊 ・交通申込について

(財)日本自転車競技連盟は(財)日本体育協会より配付される宿泊 ・交通 ・弁当案内を都道府県

自転車競技連盟に送付 し、都道府県自転車競技連盟は参加申込者に配付する。参加申込者は、

宿泊 0交通 ・弁当申込書に必要事項を明記の上、巻末の旅行会社に提出する。
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13.そ の 他

(1)組 合せ抽選会

日 時 /平 成 22年 8月 7日 (土) 13:00～ 17:00

会  場 /(財 )日本自転車競技連盟

〒107-0052東 京都港区赤坂 1-9-3 日 本自転車会館 3号 館 3階

目義言舌 03-3582-3713

(2)主 要役員会議

日 時 /平 成 22年 9月 18日 (土)15:00～ 16:00

会  場 /二 重県営サンアリーナ メ インアリーナ第 2会 議室

〒51←0021 伊 勢市朝熊町字鴨谷 4383-4 電 話 0596-22-7700

(3)選 手受付

日 時 /平 成 22年 9月 18日 (土)16:00～ 17:00

9月 19日 (日)  8:30 ～   9:30、  12:30～ 13:15

会  場 /ス ター ト・ゴール地点

(4)監 督会議

同 時 /平 成 22年 9月 19日 (日) 8:30～  9:00

会  場 /二 重県営サンアリーナ メ インアリーナ第 2会 議室

(5)競 技役員会議

同 時 /平 成 22年 9月 19日 (日) 9:00～  9:30

会  場 /二 重県営サンアリーナ メ インアリーナ第 2会議室

(6)表 彰式 および 閉会式

同 時 /平 成 22年 9月 19日 (日) 16:30～ 17:00

会  場 /ス ター ト・ゴール地点付近

(7)本 部宿舎

ホテルキャッスルイン伊勢

T516-0017  傷「多参市中中多ヽ 3-5-55  届巨言舌0596=29…211l  FAX 0596-29-1555
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平成 22年 5月 24日

各都道府県自転車競技連盟 御  中

(財)日 本自転車競技連盟

日本スポーツマスターズ2010関 係書類の送付について

日頃から本連盟諸事業の遂行に、格別なご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、標記について下記の書類を送付いたしますので、参加申込よろしくお願いいたします。

記

送 付 物

1.実 施要項  競 技別、総 合

2.参 加申込書

3.参 加登録用紙

4.競 技歴調査用紙

5。 参加者変更届

6.宿 泊案内

7 . 2 0 0 9年 報告書

8.ポ スター

9.リ ーフレット

10。 日体協 100周 年リーフレット

そ の 他

個人情報の取扱いについての日体協からの伝達
・参加申込手続きにより知り得た個人情報については、参加資格 0年齢基準の

確認及び大会に係る諸連絡の目的以外には使用せず、厳重に管理してくださ

い。また、第二者へ提供することも禁止します。
・日本スポーツマスターズ参加登録用紙 「サービス情報の提供」については必

ず本人の意思を確認して記入してください。
・目的外使用や本人の了解なしに第二者へ個人情報を提供した場合、法律によ

り罰せられることがあります。


