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２０２０年度 第１４回 (自転車競技) 

加須タイム・トライアル・ロードレース大会 
 

 

１ 目  的： 埼玉県スポーツ推進計画、自転車競技の発展と競技力向上、ならびに地元産業の活性化のため。 
 

２ 主  催： 一般社団法人 埼玉県自転車競技連盟 

 

３ 後 援： 加須市 加須市教育委員会  埼玉県 （公財)埼玉県スポーツ協会 （公財)日本自転車競技連盟  

 

４ 協  賛： ヨシダ防災㈱ 

         

５ 協   力： (一社)日本競輪選手会埼玉支部  Link TOHOKU 

 

６ 期 日    ： ２０２０年１０月１８日（日） 

 

７ 会  場： 利根川上流河川敷内首都圏氾濫区域堤防強化事業の工事用道路（ 約10ｋｍ、幅員７ｍ） 

           ※この工事用道路は大会開催時以外の立入りは禁止です。厳守してください。 

 

８ 本  部： 加須市カスリーン公園近くの河川敷内「自由広場」に大会本部・救護所テントを設置。  

           

緊急連絡先 電話 ０７０－３９９１－７６００ （埼玉車連事務局携帯） 

 電話 ０９０－８８４９－９９２１ （埼玉車連：木村） 

   

９ 大会運営：「新型コロナウイルス」感染拡大防止の為、一部大会運営を変更しています。 

 ・無観客競技会とし、競技中以外は全員「マスクの着用」をお願いいたします 

 

・選手受付は出走サインも兼ねる。登録者 IDの確認・個人健康チェックシートの回収（別添）↓ 

         選手受付場所は、河川敷内に設置。         （新型コロナウイルス感染症ガイドライン） 

 

・開会式は、新型コロナウイルス感染対策の為、行いません。 

 

・新型コロナウイルス対策として個人ＴＴのみの競技とします。（競技スケジュール表参照） 

 

・表彰式は、新型コロナウイルス感染対策の為、行いません。 

各カテゴリー終了３０分後に、大会本部にて個別に賞状・賞品を授与します。 

 

        ・「リザルト」「コミュニケ」は会場内での掲示はいたしません。 

・レース修了後３０分を目途にＨＰのリザルトを更新します。 

・入賞の確認は各自、埼玉車連のＨＰでの確認をお願いします。 

   

        ・コロナウイルス感染症の拡大により行政からの大会中止要請等があったときは、それに従います。 

 

        ・台風、大雨による水害が発生（懸念）したときは、河川事務所の指示に従い大会を中止します。 

 

        *上記の連絡は、埼玉車連HPにて「加須TTコミュニケ」に開示しますので、ご確認下さい。 
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１０ 参加資格：「新型コロナウイルス感染症」競技大会開催時の感染防止対策ガイドライン（別表）を遵守する。 

       １．(公財)日本自転車競技連盟（JCF・登録者） 

         （１）（公財)日本自転車競技連盟 令和２年度の登録 競技者・中学生以上。 

         （２）健康診断を受け、健康であることが証明された者。 

       ２．(公財)日本自転車競技連盟・臨時登録者（今回の大会のみ臨時登録とします） 

         （１）（公財)日本自転車競技連盟の臨時登録 競技者・高校生以上。 

（２）健康診断を受け、健康であることが証明された者。 

１１ 競技方法 

   （公財)日本自転車競技連盟 最新競技規則および本大会特別規則による。 

 ＊コミュニケ・リザルトは会場での掲示はしない。当日埼玉車連HPに随時掲載する。 

１２ 大会特別競技規則 

    本大会特別規則を下記のとおり定める。 

（１） 検車は行わないが、各自の責任に於いで自転車の整備を義務付ける。 

（審判員より規則違反と判断された機材は使用出来ない。） 

（２） ＪＣＦ競技規則に基づく異議申し立て以外は受付しない。 

（３） 試走は受付を終え、ゼッケン等を装着した者のみ所定の場所で指定時間内でのみ行える。 

   （試走場所および試走時間帯はコミュニケによる。） 

（４） 試走指定場所以外での試走は禁止する、違反者は降格または失格とする。 

 

１３ 参加申込方法  

（１） 公告開始：２０２０年９月１日（火）より(一社)埼玉県自転車競技連盟WEBページ上で公告を開始。 

http://www.saitama－cf.com ←（埼玉車連ＨＰ） 

（２） 申込方法：埼玉車連ＨＰ「加須タイム・トライル大会要項のエントリーＵＲＬ」から申込みください。 

エントリーＵＲＬ→ 【   https://gicz.jp/open/14thtt/     】 

 

（３） 受付期間：  ２０２０年 ９月 ５日(土) ～ ２０２０年１０月１１日（日） 

（各カテゴリーとも定員になり次第、申込受付は終了となります） 

 

（４） 参加受理通知： 参加受理通知は送付しません、エントリーサイトでの入金確認メールを参加受理に替えさ

せていただきます。                                      

エントリーリストは１０月１３日(火)以降、(一社)埼玉県自転車競技連盟WEBページ上で確認できます。 

１４ 参加料 （傷害保険料を含む） 

 

      ・競技スケジュールに表示している参加料は、理由の如何にかかわらず返金いたしません。 

 

１５ 個人ＴＴ表彰 

    表彰式は「新型コロナウイルス」感染防止対策として行いませんが、各カテゴリー終了３０分後を目途 

に大会本部（スタート地点）にて個別に授与する。 

・個人TT・各カテゴリー「１位の選手には賞状・楯」、２位３位の選手には賞状を授与し表彰する。 

・参加者は、電子計測チップ返却時に全員に進呈。 

● 競技で用いた計測チップは、競技終了後直に、チップ回収所（選手受付）に必ず返却してください。       

● チップは個人登録されており、返却されなかった場合は、１５,０００円を実費請求します。 

http://www.saitama-cf.com/
https://gicz.jp/open/14thtt/index.html
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１７ 保 険 

本大会競技参加中に於ける事故に関して、本連盟既定の傷害保険を参加選手全員に掛けています。保険適

用に必要になりますので、事故発生申告を大会総務委員長宛、必ずに報告してください。 

「大会当日の受付から競技終了までとする」 

１８ その他 

（１）参加競技者は、緊急時使用出来るように、健康保険証を必ず持参すること。 

（２）大会中に生じた疾病、負傷などについては、応急処置のほかは，参加者本人の責任とする。 

（参加者は、各自でスポーツ安全協会などの保険に加入しておくこと） 

（３）指定駐車場への駐車中に起こった事故・盗難等は車両使用者の自己責任とする。 

（４）サイクリング・ロード・式典会場等へのテント設営は大会関係者以外禁止する。 

(５) 小雨は決行します。各種警報・勧告が発令された場合は、当日現地で判断し発表する。 

（６）本大会のプログラムは本連盟 WEB ﾍﾟ-ｼﾞに掲載するので、必要に応じてダウンロードし使用ください。 

（７）参加者駐車場 ～ 大会スタート＆フィニッシュ地点間では必ず右側通行を遵守する事。 

もしも前者を追抜く場合は対向車線の走行を妨げない様充分に注意する事。 

（８）本大会参加者は必ず参加者用駐車場を使用する事。（無観客大会です選手以外は駐車出来ません） 

（９）利根川スーパー堤防上サイクリング・ロードでの高速走行・ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄﾊﾞｰを握っての試走は禁止とする。 

発見した場合は、失格とします。 

（10） 簡易トイレは駐車場内受付側付近とする。（使用可能時間７：００～１４：００） 

    カスリーン公園トイレの使用は可能。  

(11)  個人情報の取扱い。（利用目的） 

   個人情報に関する法令を遵守し、所得した個人情報は競技大会運営上必要なプログラム編成 

   及び作成、記録発表など競技に必要なことに利用いたします。 

(12)  肖像権に関する取扱い。 

ホームページ、報告書、展示会、新聞及び雑誌等で公開されることがあります。 

     (13) 「新型コロナウイルス感染症」拡大及び災害により大会を中止することもあります。 

  （14）河川敷の為、飲料自販機がありません（カスリン公園も自販機は無し）給水はご注意下さい。 

 

「2020.10.18加須タイム・トライアル・ロードレース大会」コース図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊右側からのスタートにしています。ご注意下さい。 

＊新型コロナウイルス感染症対策として無観客大会です。＊スタート/フニッシュ地点には関係者以外入れません。 
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2020年 10月 18日（日） 加須タイムトライアル・ロードレース（個人 TT）競技スケジュール  

     （ JCF選手未登録者は「臨時登録者」料金を参照 ） 

記

号 カテゴリー 
定員

（名） 

受付 

窓口 

No 受付時間 出走時間 
出走   

間隔 

走行    

距離 
最終走者

finish   

JCF登録者  

臨時登録者 参加料 

Ａ ６０才以上 10 

1 8：00～8：30 

9：00～9：03 15秒 １４㎞ 9:33 
登録者 ¥6,000 

臨時登録者 ¥7,000 

Ｂ ５０才～５９才 30 9：05～9：13 15秒 １４㎞ 9:43 
登録者 ¥6,000 

臨時登録者 ¥7,000 

Ｃ ビギナー（初心者） 10 9：15～9：18 15秒 １４㎞ 9:48 臨時登録者 ¥6,000 
 

          （5：00）            

Ｄ ４０才～４９才 50 2 8：15～8：50 9：23～9：36 15秒 １４㎞ 10:06 
登録者 ¥6,000  

臨時登録者 ¥7,000  

          （5：00）            

Ｅ １６才～３９才 20 

1 8：35～9：10 

9：41～9：46 15秒 １４㎞ 10:16 
登録者 ¥6,000  

臨時登録者 ¥7,000  

Ｆ 女子（登録のみ） 10 9：48～9：51 15秒 １４㎞ 10:21 登録者 ¥4,000 

 

 

Ｇ 中学男子（登録） 10 9：53～9：56 15秒 １４㎞ 10:26 登録者 ¥4,000 

 

 

     （5：00）       

Ｈ 高校生（登録） 40 2 8：55～9：30 10：01～10：11 15秒 １４㎞ 10:41 登録者 ¥4,000 

 

 

     （5：00）       

Ｉ エリート（登録） 50 1 9：15～9：45 10：16～10：29 15秒 １４㎞ 11:00 登録者 ¥6,000 

 

 

＊出走時間は各カテゴリーの参加者数により決定しますので、必ず募集〆切後の埼玉車連HP「加須TTコミュニケ」を確認してください。 
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「加須タイム・トライアル・ロードレース大会」 ２０２０年１０月１８日（日） 

＊新型コロナウイルス感染防止対策の為、当日は「コミュニケ」・「リザルト」の掲示をいません。    

埼玉車連 HPにて、ご確認下さい。 

「コミュニケ」・「リザルト」はこちらから 

「QRコード」 

 

 

 

埼玉県自転車競技連盟 HP 

[  http：//saitama-cf.com  ] 

＊後援先「埼玉県」からの 「新型コロナウイルス感染症防止」に対する周知・活用のお願いです。 

・「埼玉県 LINEコロナお知らせシステム」  

http://www.pref.saitama.lg.jp/a0701/covid19/line_saitama-official-account.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イメージ） 

 

・「新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）」  

 

http://www.pref.saitama.lg.jp/a0701/covid19/line_saitama-official-account.html
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2020.10.18「加須タイムトライアル・ロードレース大会」（個人 TT用） 

＜大会当日受付に提出のこと＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎基本情報 

氏名
フリガナ

            年齢（   ） 所 属 
(学校名) 

住所 電話番号（大会参加者が未成年の場合は，保護者の電話番号） 

イベント当日の体温 

     

◎大会前２週間における健康状態  ※該当するものに「✓」を記入してください。 

ア  平熱を超える発熱がない。  オ  
体が重く感じる，疲れやすい等がな

い。 

 

イ  
咳（せき），のどの痛みなどの風 

邪症状がない。 
 カ  

新型コロナウイルス感染症陽性 

とされた者との濃厚接触がない。 

 

ウ  
だるさ（倦怠感），息苦しさ（呼 

吸困難）がない。 
 キ  

居家族や身近な知人に感染が疑われ

る方がいない。 

 

エ  嗅覚や味覚の異常がない。  ク  

過去１４日以内に政府から入国制限，

入国後の観察期間が必要とされている

国，地域等への渡航又は当該在住者との

濃厚接触がない。 

 

（中学・高校生の場合）保護者 確認欄 

保護者氏名                 印  

※ 本健康チェックシートは，事業主催者が１月以上保管すること。       埼玉車連発：2020.7.26版 

【対象者：参加選手・スタッフ・埼玉車連・他関係者】 

本健康チェックシートは，埼玉県自転車競技連盟が開催する事業において新型コロナウイルス感染症の

拡大を防止するため，参加者の健康状態を確認することを目的としています。 

 本健康チェックシートに記入いただいた個人情報については，各事業を主催する（一社）埼玉県自転車

競技連盟事務局が適切に取り扱い，大会参加者の健康状態の把握，来場可否の判断及び必要な連絡のため

にのみ利用します。また，個人情報保護法等の法令において認められる場合を除き，本人の同意を得ずに

第三者に提供いたしません。但し，大会会場にて感染症患者またはその疑いのある方が発見された場合に

は，必要な範囲で保健所等に提供することがあります。 

度 分 

別紙 

参加者健康チェックシート 
 


