全国小中学生室内板張りトラック競技大会
ＣＳＣトラック自転車競技大会２０２２（ＫＩＤ’Ｓ～マスターズ）
大会実施要項
1.

主

催

一般財団法人日本サイクルスポーツセンター

2.

後

援

（依頼中）

3.

協

力

一般社団法人静岡県自転車競技連盟

4.

期

日

令和 4 年 7 月 16 日（土）－17 日（日）

5.

会

場

伊豆ベロドローム(室内板張り自転車競技場)

6.

大会主旨

本大会は、幅広い年令層の自転車競技愛好者が日頃の練習の成果を発揮できる場を提供し、トラック競技の楽し
さ・ 面白さを体感してもらい、広く一般に自転車競技の普及を図ることを目的とする。また小・中学生の全国大
会としての位置づけを確立し、クラス分けを細かくし、同年代の選手たちと競える場を作ることにより競技力の
向上を図る。

7.

日

程
７月１６日（土）

７月１７日（日）

競技場開門

7:00

競技場開門

6:30

練習時間

7:30-9:10

練習時間

7:00-8:15

午前(9:20-13:15)

1.Ｆ200ｍタイムトライアル

午前(8:30-12:45)

1.ケイリン予選

午後(13:35-18:00)

2.４ｋｍ団体追抜競走

2.親子チームスプリント

3.テンポレース決勝

3.チームスプリント

4.５００ｍタイムトライアル

4.２５０ｍタイムトライアル

5.１ｋｍタイムトライアル

5.２ｋｍ個人追抜競走

6.スクラッチ決勝

6.３ｋｍ個人追抜競走

7.スプリント決勝

午後(13:10-18:00)

7.４ｋｍ個人追抜競走
8.ポイントレース決勝
9.ケイリン決勝

8.

競技種目
※個人種目は 1 人 2 種目/1 日までとする。
（4km 団体追抜競走、チームスプリントは含まない）
【トラックレーサー（固定ハブ車）部門】※タイムトライアル種目及び親子チームスプリントはシングルギアのフリーハブ
車での出走を認める。
[タイムトライアル種目]
Ｆ２００ｍＴＴ(スプリント予選)
U-17 以上については、スプリントを各カテゴリー別上位 2 名での決勝を行う。
3 位以下はタイムで順位をつける。U-15 以下についてはタイム順にて順位を決定する。
５００ｍＴＴ

（女子選手及び、男子 A-C クラス、男子 I-M クラスのみ出場可能）

１ｋｍＴＴ

（男子 C-J クラスのみ出場可能）

２ｋｍ個人追抜競走（男子 C,I-M、女子 C-D,G-H クラスのみ出場可能）
３ｋｍ個人追抜競走（男子 E-H クラス、女子 E-F クラスのみ出場可能）
※男子は 1kmTT のベストタイムが 1 分 20 秒以内、女子は 500mTT のベストタイムが 45 秒以内
４ｋｍ個人追抜競走（男子 E-F クラスのみ出場可能）※1kmTT のベストタイムが 1 分 12 秒以内
[競争種目]
※U-17 男子：競争種目は 1kmTT が 1 分 20 秒を切っている選手は参加することができる。
※U-17 女子：競争種目は 500mTT が 45 秒を切っている選手は参加することができる
ケイリン（U-17 以上カテゴリー別）
※ただし３名未満のカテゴリーは混合の場合もあるが表彰式はカテゴリー別で行う。
ポイントレース（U-17 以上カテゴリー別）
※ただし１０名未満のカテゴリーは混合の場合がある。表彰式はレースごと行う。
※男子(1)-(4)クラス 20km、男子(5)-(6)クラス・女子(1)-(6)クラス 10km
テンポレース（U-17 以上カテゴリー別）
※ただし１０名未満のカテゴリーは混合の場合がある。表彰式はレースごと行う。
※男子(1)-(4)クラス 7.5km、男子(5)-(6)クラス・女子(1)-(6)クラス 5km
スクラッチ（U-17 以上カテゴリー別）
※ただし１０名未満のカテゴリーは混合の場合がある。表彰式はレースごと行う。
※男子(1)-(4)クラス 7.5km、男子(5)-(6)クラス・女子(1)-(6)クラス 5km

[団体種目]※個人種目のエントリーを行った競技者が対象。
４ｋｍ団体追抜競走

（１５０歳未満･１５０歳以上）

チームスプリント

（１１５歳未満･１１５歳以上・男女混合）

親子チームスプリント(U-13 以下はロードレーサー可)

計３周

U-15 以下１名＋親１名

計２周

※ただし表彰式は U-13(24 吋の部、26 吋の部、27 吋の部)、U-15 の部に分けて行う。
【ロードレーサー部門】※小学生以下限定

9.

５００ｍT･T

（土曜日開催）

２５０ｍT･T

（日曜日開催）

参加資格

・2022 年度（公財）日本自転車競技連盟競技者登録を完了した競技者。
未登録者は申込と同時に臨時登録競技者として当大会のみ有効な登録がなされる。
・誓約書を提出した者。ただし、１８歳未満の競技者は保護者の同意書が必要。なお、保護者の承諾がない場合
は競技に参加できないので注意すること。

10. 競技規則

本大会は２０２１年度版（公財）日本自転車競技連盟規則に準じ、本大会特別競技規則によって実施する。

11. カテゴリー（２０２２年中に達する年令）
・タイムトライアル種目
【男

子】

（A）MU-13：12 歳以下（2010 年以降生まれ）
※カテゴリー内で 24 吋、26 吋、27 吋でクラス分けを行う

（H）MM45-49：45-49 歳（1973-1977 年生まれ）

（B）MU-15：13・14 歳（2008-2009 年生まれ）

（I）MM50-54：50-54 歳（1968-1972 年生まれ）

（C）MU-17：15・16 歳（2006-2007 年生まれ）

（J）MM55-59：55-59 歳（1963-1967 年生まれ）

（D）MJ：17・18 歳（2004-2005 年生まれ）

（K）MM60-64：60-64 歳（1958-1962 年生まれ）

（E）ME：19 歳以上（2003 年以前生まれ）

（L）MM65-69：65-69 歳（1953-1957 年生まれ）

（F）MM30-39：30-39 歳（1983-1992 年生まれ）

（M）MM70-：70 歳以上（1952 年以前生まれ）

（G）MM40-44：40-44 歳（1978-1982 年生まれ）
【女

子】

（A）MU-13：12 歳以下（2010 年以降生まれ）
※カテゴリー内で 24 吋、26 吋、27 吋でクラス分けを行う

（E）WE：19 歳以上（2003 年以前生まれ）

（B）WU-15：13・14 歳（2008-2009 年生まれ）

（F）WM30-39：30-39 歳（1983-1992 年生まれ）

（C）WU-17：15・16 歳（2006-2007 年生まれ）

（G）WM40-49：40-49 歳（1973-1982 年生まれ）

（D）WJ：17・18 歳（2004-2005 年生まれ）

（H）WM50-：50 歳以上（1972 以前生まれ）

・競争種目
【男

子】

（1）MU-17

（4）MM（30-44）

（2）MJ

（5）MM（45-59）

（3）ME

（6）MM（60-）
【女

子】

（1）WU-17

（4）WM（30-39）

（2）WJ

（5）WM（40-49）

（3）WE

（6）WM（50-）

※U-15 以下は競走種目を行わない。
※JCF の選手登録時に選択したカテゴリー以外のクラスにエントリーすることはできない。
12. 表

彰

・カテゴリー別に 1 位～3 位までにメダルを授与する。
・表彰式は準備が出来次第通告する。
・「CSC グランプリ」
タイムトライアル種目 2 種目、競走種目 2 種目の 4 種目に出場した選手が対象

13. 参加料
一般（4 種目まで）

伊豆 CSC 登録選手（4 種目まで）

U-15 以下

1,500 円

1,000 円

U-17 以上

5,000 円

4,000 円

J 以上

6,000 円

5,000 円
１人

団体種目
14.レンタル自転車

臨時登録

U-15 以上

500 円

J 以上

1,000 円

500 円（申込締切日以後の申込 1,000 円/1 チーム）

ただし、個人種目のエントリーを行なった競技者が対象。
子供用の 24 吋、又は 26 吋のフリーハブ車でシングルギアの自転車を希望者に用意する。レンタル料は 1,000 円と
なるので、ご希望の方は申込用紙に記載すること。

15.申込方法

①エントリーサイト「スポーツエントリー」より申し込むこと。
②上記以外は申込用紙に必要事項を記入の上、参加料を添えて下記まで現金書留または、直接申し込むこと。
〒410-2402 静岡県伊豆市大野 1826
TEL 0558-79-0004 FAX

申込締切

16.その他

日本サイクルスポーツセンター

「トラック大会事務局」宛

0558-79-0036 E-mail cscshinkou@csc.or.jp

６月２５日（土）必着

①

競技中の事故について応急処置は行うが、その後の処置は参加者本人の責任とする。

②

スポーツ傷害保険は必ず各自加入し健康保険証を持参すること。

③

参加者は JCF 公認ヘルメット（シール付）の装着を義務付ける。ただし、U-13 の場合は保護者の責任におい
て、未公認ヘルメットでも出走を認める。

④

日本自転車競技連盟の競技規則に合致したトラック･レーサーで参加すること。大会前にサイクルショップに
て点検を受けること。泥除け･メーター等は外すこと。大会当日、整備不良の場合は出走を取り消す。

⑤

走路保護のため、走路内はレーサーシューズでの歩行は禁止とする。運動靴を持参すること。

⑥

ごみは各自で持ち帰ること。

⑦

ペットの入場は禁止とする。

⑧

取得した個人情報については適切に取り扱う。大会中の写真をサイクルスポーツセンター・一般社団法人静
岡県自転車競技連盟のホームページに使用することがある。

⑨

一旦お送りいただいた参加料は如何なる理由があろうとも返金しない。
また、参加料の不足があった場合は申し込みを受理しない場合がある。

