
 

TORIPI 茨城⾃転⾞競技選⼿権⼤会 
 

      令和３年 7 ⽉１１⽇（⽇）  取⼿市 取⼿競輪場 周⻑ 400m 
 

実施要項 

1．主催  茨城県・茨城県教育委員会・公益財団法⼈茨城県体育協会   
2．主管  茨城県⾃転⾞競技連盟・茨城県⾼等学校体育連盟⾃転⾞競技専⾨部   
3．後援  茨城県⾃転⾞競技事務所・⼀般社団法⼈⽇本競輪選⼿会茨城⽀部   
4．⼤会ＰＲ    
皆様ご存知の通り、茨城県内で新型コロナウィルス感染者が増加しています。例年であれば多くの⾃転⾞
競技選⼿及び愛好家の⽅々にご参加いただいていますが、今回は新型コロナウィルス感染対策を⼗分に⾏
い、県内感染状況ステージ 2 以下において開催したいと考えています。 
今回は茨城県⾃転⾞競技連盟登録選⼿、茨城県在住、茨城県内に勤務、通学する⽅に限らせていただきた
いと思います。また当⽇も 3 密を避ける対策を取らせていただきます。スタッフ⼀同感染予防を徹底し楽
しいトラック⼤会を⼼掛けたいと思います。何卒ご理解ご協⼒の程宜しくお願い申し上げます。 
   
5．期⽇  令和３年 7 ⽉１１⽇(⽇) ⾬天決⾏   
6．開催場所 茨城県取⼿市⽩⼭６丁⽬ 2-8 取⼿競輪場 400m トラック   
7．⽇程    
 6:30〜  開⾨ 
 7:00〜8:00 ⾛路練習時間 
 7:30〜  競技役員打ち合わせ 
 7:45〜8:15 選⼿受付 ※受付において検温、健康チェックシートの提出が必要 
 8:30〜  開会式・審判⻑注意（アナウンスにて実施） 
 9:00〜  競技開始 
 16:15〜  閉会式（アナウンスにて実施） 
 17:30  閉⾨ 
 ※表彰式は⾏いません。⼊賞者には受付で賞状を渡します。 
8．競技種⽬    
 （1）スプリント（ピストのみ可）30 名   
 （2）200m フライングタイムトライアル（ピスト・ロード可）15 名   
 （3）500m タイムトライアル（ピスト・ロード可）15 名   
 （4）1km タイムトライアル（ピスト・ロード可）50 名   
 （5）4km インディビジュアルパーシュート（ピスト・ロード可）14 名   
 （6）ケイリン（ピストのみ可）32 名   
 （7）スクラッチ（ピストのみ可）36 名   
 （8）ポイントレース A（ピストのみ可）36 名   



 （8）ポイントレース B（ピストのみ可）36 名   
 （9）ケイリンロード（ロードのみ可）32 名   
 （10）スクラッチロード（ロードのみ可）36 名   
 ※4km インディビジュアルパーシュートは年齢・性別により 2km、3km になります。 
  
 ※予選勝ち上がり⼈数、組み合わせ、ポイントレース距離等は、最終エントリー数により、 

当⽇インフォメーションボードにて発表します。   
 ※国⺠体育⼤会茨城県代表選⼿希望者（⾼校⽣以上の茨城県登録者男⼦）は、 

1km タイムトライアルに参加してください。   
※今回は電⼦計時を使⽤しないものとします。 

9．競技スケジュール 別途ホームページでお知らせします。 
10．表彰 1〜6 位までの選⼿に賞状を授与します。      
11．参加資格          
 （1）茨城県⾃転⾞競技連盟登録選⼿および県内在住・勤務・通学者 
 （2）中学⽣以上のサイクルスポーツ愛好家(ピストレーサー・ロードレーサー所持者)  
 （3）⾃転⾞競技に興味のある⼩中学⽣ 
12．参加申し込み、参加料 
 Google Form にて参加申し込みを⾏ってください。 
  参加料は⼤会当⽇、受付でお⽀払いください。 
 2 種⽬ 4,000 円 追加 1 種⽬ごと 1,500 円  
 （2 種⽬ 3,000 円 追加 1 種⽬ごと 1,000 円 茨城県登録選⼿） 
 （2 種⽬ 2,000 円 追加 1 種⽬ごと 1,000 円 ⼩中学⽣参加選⼿） 
 ※4 種⽬参加の場合、4,000 円＋追加 2 種⽬ 3,000 円、合計 6,000 円となります。  
 ※1 名で何種⽬でも出場できますが、スタート時刻厳守で進⾏しますので、体調を考慮して 

申し込み願います。         
13．競技規則          
 （公財）⽇本⾃転⾞競技連盟競技規則および⼤会特別規則によって実施します。 

（1） ⼤会参加選⼿は練習時も含め、ヘルメットを着帽してください。 
また、事故に備えて⼿袋の装着をお願いします。     

 （2）登録競技選⼿は、登録チームユニフォームを着⽤してください。    
 （3）レースは⼀⻫スタート、ローリングスタートなど種⽬によって異なります。 

スタート前のライダーズミーティングでご確認願います。 
周回遅れは審判の指⽰に従ってください。  

 （4）競技中の事故については互いに責任を問わないこととします。  
 （5）参加者は必ずスポーツ傷害保険等へ加⼊し、健康保険証を持参してください。 

登録競技選⼿は、ライセンスを携帯してください。 
14．⼤会運営上の規定          
 （1）競⾛路はレーサーシューズ（クリート）での歩⾏は、⾛路を傷めるため禁⽌とします。 
 （2）選⼿がスタートオイルを使⽤することを禁⽌とします。 

また、チェーンオイルも⾛路に付着しないように気を付けてください。 
 （3）⼤会参加選⼿は、⾛⾏中選⼿の追越し時に声かけをお願いします。 



 （4）競輪場では場外⾞券発売をしています。駐⾞場の譲り合い、場外への外出時の ID 着⽤、 
競輪ファンが被写体に⼊る写真やビデオ撮影の禁⽌のご協⼒をお願いします。 

 （5）⼤会参加中に発⽣したゴミは、持ち帰るようご協⼒お願いします。 
15．⾞両規定・装備          

（1） 参加者が使⽤する⾃転⾞は、競技種⽬、バイク種別に準じピストバイク、ロードレーサーと
します。 

（2） ピストバイクは固定ギヤとし、JCF 規定に準ずるものとします。ロードレーサーは、フリー
式とし、前後ブレーキは完全なものとします。また、どのバイクも 直接⾛⾏に必要な物以
外（ベル、ライト、カギ、バック、ボトル、サイコン、スタンドなど）は外してください。
その他脱着でき、⾛⾏中に落下する可能性のあるものは外してください。 

（3） 使⽤する⾃転⾞は⾼速⾛⾏に耐える強度を備え、整備された⾃転⾞であることを義務付けま
す。         

（4） 次にあげるハンドルは使⽤できません。DH バー、ブルホーンバー、デルタバー、クリップ
オンバー、スピナッチバー、エンドバー、アタッチメント⽅式で取り付ける補助バー 
※各タイムトライアルに限り、DH バー、エアロヘルメットの使⽤を認めます。  

（5） 試⾛中も含め、⾛⾏中はヘルメット（JCF 公認推奨）とグローブの着⽤を義務づけます。ま
た、検⾞は⾏いません。各⾃の責任で必ず事前にお済ませください。  

（6） ⾛⾏中の携帯電話の使⽤やビデオおよび写真撮影は危険ですので禁⽌します。⾳楽を聴きな
がらの⾛⾏、無線の使⽤も禁⽌します。 

16．競技説明          
■スプリント         

予選は 1 名ずつトラックを 2 周（800m）し、ゴール⼿前の半周（200m）のタイムを計測します。
そのタイムの上位 8 名の選⼿がスプリント対戦種⽬ 1/4 決勝に進出します。対戦⽅法は 2 名の選
⼿がトラックを 2 周（800m）し、先着した選⼿が 1/2 決勝、そして決勝に進出します。 

■ 500m・1km・4km インディビジュアルパーシュート    
1 名ずつ選⼿がスタートラインに静⽌した状態から号砲でスタートし、決められた距離を⾛⾏し、
タイムの優劣により順位を決定します。       

■ ケイリン         
5〜8 名の選⼿がスタートラインに整列し、号砲でスタートしトラックを 4 周（1,600m）します。 
その際、残り 2 周（800m）まではペーサーが先導し、ペーサー離脱後スプリントレースが⾏われ
ゴール着順を競います。         

■ 4km スクラッチ         
20〜30 名の選⼿が 1 周のローリングスタート後、10 周（4,000m）⾛⾏します。  
ロードレースと同様にゴール着順により順位を決定します。距離は参加⼈数により変更する場合
があります。         

■ ポイントレース         
20〜30 名の選⼿が 1 周のローリングスタート後、60 周（24km）⾛⾏します。  
5 周（2,000m）毎にスタートラインを通過する順位でポイント（1 位 5 点、2 位 3 点、3 位 2 点、
4 位 1 点）が選⼿に与えられ、ゴール後ポイントの合計が多い選⼿を優先に順位を決定します。
距離は参加⼈数により変更する場合があります。  

17． 注意事項  



（1） ⼤会開催は茨城県のコロナ Next が Stage2 以下であることが条件となります。 
（2） 競輪場内への⽴ち⼊り制限を⾏いながら開催しますので、選⼿の付き添いでトラック内

に⼊場される⼈数を１名（選⼿１名あたり）に制限させて頂きます。 
（3） ２週間前からの検温と当⽇の体調チェックシートの提出をお願い致します。選⼿、付き

添いで⼊場される⽅は体調チェックシートの提出が必要です。 
（4） ご⾃⾝の希望する種⽬へエントリーしてください。各クラス定員制とし定員に達した時

点で締切とします。また、参加⼈数によりスタート時間は変更となる場合がありますので、
当⽇インフォメーションボードで確認お願いいたします。   

（5） お申込み後にキャンセルされる場合は、メールにてご連絡をお願いします。 
  体調が悪い場合は、無理をなさらず⽋場の判断をお願いします。 

（6） ⼤会の開催は、原則として⾬天決⾏ですが、台⾵や地震などの天災により実施に危険が
伴う場合は競技内容の変更、中⽌を、茨城コロナ Next が Stage3 以上になった場合は中⽌す
る場合があります。    

18．参加通知書について     
 参加通知書の発送はありません。   
 茨城県⾃転⾞競技連盟 HP にて確認していただきますようお願いいたします。  
       
 http://ibaraki-cf.jimdo.com/         
 尚、この件に関しましては、下記⼤会事務局へお問い合わせ願います。  
       
 ◆茨城県⾃転⾞競技連盟 ibaraki.cf@gmail.com     
  


