
 



 



◇受付時間 

タイムトライアル 7：00～8：00 

1 時間エンデューロ 9：00～10：30 

3 時間エンデューロ 9：00～12：00 

◇受付フロー 

①名前とカテゴリーを確認し、出走サインを行い ゼッケン・計測チップ等をお受け取り下さい 

お申込み時のEチケットをプリントアウトまたはスマートフォンにてご提示ください。 

もし、紛失の場合はクラスと名前・チーム名でも受理いたします。 

※タイムトライアル出場者はJCF登録証も確認いたします。 

 

【駐車場】 

駐車は約６００台可能です。地図赤丸の彩湖荒川彩湖公園の方に停車下さい（無料） 

 

【タイムトライアル競技規則】 

日本自転車競技連盟の競技規則集、大会特別規則により運営する  

参加資格、競技方法、競技規則詳細、大会表彰については、『JCF競技規則集』  

『JCF競技規則集』（JCFサイト内） ※最新版を使用する。  

http://jcf.or.jp/road/rule/  

(1) 個人タイムトライアルレースとする。  

(2) ボディゼッケンは腰の位置に1枚装着すること。フレームプレートは使用しない。  

(3) 出走サインを実施する  

(4) スタートの15分前までに検車（JCF基準）を行うので競技規則に準じた機材で検査を受けること。  

なお、検車後にスタート地点から離れた場合はスタート前に再度検車を必ず受けること。  

(5) スタート台を使用する。  

(6) 距離は1周約5kmのコースで行う。  

(7) ジュニア、ユースの選手のギア規制は、JCFの競技規則に準ずる。  

(8) 重量を調整する目的の付加物は認めない。  

(9) TT用の機材の使用を認める。なお、詳細についてはUCIおよびJCFのホームページを参照するこ

と。 不明な点があるものは、JCFサイトの「UCI 技術規則の明確化ガイド（最新版）」を参照し、  

それでも判断がつかない場合は主催者に確認を取ること。  

(10) JCF登録者においては、ヘルメットについて『JCF 公認シール』の確認出来る物のみ使用可と

する。 エアロヘルメットも同様とする。※臨時登録者は問わない。  

(11) 検車の後に機材を交換、調整した場合は、再度検車を受けること、違反の場合は出走不可及び  

ペナルティを科す。特に、検車重量違反が判明し、検車に適合させるため機材交換後、走行前に  



違反状態に戻した場合は厳重に対処する。  

(12) ドラフティングを行った場合にはペナルティの対象となる、ドラフティングの判断はJCF競技

規則に準じる。  

 

【エンデューロ競技規則】 

（競技者の装備） 

・競技者は、主催者が用意したゼッケン２枚をジャージポケット位置、および計測チップを足首バ

ンドにつけて走ることを義務付けます。 

（競技規則） 

・定められた時間（ファミリーは１時間、その他は３時間）をチームで交代しながら周回数が多い

順に着順を定める。※同一周回の場合は、走行時間が少ないチームを上位とする。 

・タイム計測はチップ使用による自動計測システムにて実施します。計測チップを装着せずに競技

に参加した場合、成績が表示されませんのでご注意ください。 

・競技中にコースを逆走することは、安全管理上一切禁止します。 

・競技中、競技運営責任者より、競技の中止を指示されたチームは競技を中止してください。 

・大会開催中、参加者各自の自転車及び貴重品等は各自の責任において管理してください。 

 

（競技方法） 

・ 競技は定められた周回コースをリレー形式で走行します。周回を重ね、それぞれ所定時間を経過

した後、競技を終了し、走行した周回数およびゴール着順により順位を決定します。 

・使用する自転車は同一チーム内であれば共有する事が出来ます。 

・スタート時間に遅れた競技者およびチームは、遅れた時間分をロスタイムとして計測します。 

・安全確保のため、計測チップの受け渡しは必ず停車して行ってください。走りながらの取り外し

や装着、受け渡しは厳禁。走行監視員から注意、二度目の注意で失格とします。 

・チームでの参加者は必ずチームメンバー全員が交代して出走しなければならない。 

・男女混成においては、スタートの走者を女子とし３週するまでは交代できない。  

・競技中参加者を追い抜く場合、原則として左側から追い抜くものとします。 ※日本国内の一般的

ルールは右側追い抜きが基本となっているため「逆」です ・ピット交代場所も右側のため、原則左

側追い抜きにご協力をお願いします。 ・競技時ピットレーン走行中、原則として他の走行中の競技

者を追い抜くことを禁止します。 

・ピットインはコース手前 100m からアウトレーンに入り走行してください。 

・ピットアウトはピットから 100m 過ぎた合流地点でコースに入ってください。 

・競技中の選手交代は、あらかじめ定められた（当日受付時にピットエリアも指示します）各チー

ムピット前のピットレーンに 

て行います。選手交代はコーンの内側で行ってください。 ・コース走行中、自分の走行ラインを斜

めに変更する場合、必ず変更する側の後方確認を行い安全であるか確認すること 

を義務付けます。 



・選手は決められたピットエリアで選手交代、補給、補充、メンテナンス等を行うことができる。 

また、指定されたエリア外での飲料等物品の受渡しやメンテナンスを行ってはならない。 

・レース当日、参加者のアルコール類・違法薬物の飲用・服用を一切禁止します。 

・走行中はヘルメットとグローブの着用を義務付けます。 

・エンデューロのスタートはバイクの先導により誘導します。 （ローリングスタート） 

ファミリーの部はコース約半周 ３時間の部は約１周、安全確保のため徐々にスピードを上げていき

隊列を長くしていきます。その後、バイク審判からの合図で一斉にスタートします 

 

計測チップの取扱いについて 

タイムトライアル参加者はフロントフォークに装着しますが 

今回エンデューロの記録計測に使用する計測チップは「全員アンクルバンドタイプ」 

「エンデューロは足首に巻きつけて使用」しますので 

下記の注意事項をよく読んで取り扱ってください。 
 

■アンクルバンドタイプの計測チップは足首に巻きつけて走行します。 

アンクルバンドは黒い面を外側（黄色面を内側）に足首に巻きつけてください。走行中に外れない

ようしっかり固定し、審判員から視認できるように露出して装着してください。（左右どちらでも可）

※手首に巻いたり、ポケットなどには入れないでください。計測されない場合がありますのでご注

意ください。 

■計測チップの受け渡しは必ず停止して行うこと。 

走りながらの取り外しや装着、受け渡しは厳禁です。走者は必ず停止してから次走者に直接手渡

してください。 

■計測チップは精密機器です。ライダー交代の際に投げたりしないでください。  

落下して記録が計測できなくなることがあります。 

 

終了後は係までお渡しください。返却されない場合１個 13,506 円ご請求となります 



【その他重要事項】 

（１）計測方法はスタートから 1 時間、3 時間ジャストで計測をストップします 

※指定時間経過後＋１周という形式ではありません 

 

（２）ピット交代は残り１０分を過ぎたら交代は出来ません。制限時間まで走行して下さい。 

 

（３）彩湖は公園法があり自転車専用コースには出来ません。立哨員は配置されておりますが 

レース中も走行左側カラーコーン内をランナー・散歩の方が通りますので、普段より注意を払いレ

ースに臨むようにして頂ければ幸いです。 

 

 

次ページ エントリーリストをご確認ください 

 

（補足）タイムトライアルはゼッケン番号順にスタート及び発送間隔は３０秒を予定 

しておりますが当日のコミュニケ掲示しますので必ずご確認ください。 



Road to さいたまクリテリウム 2018 in 彩湖
～タイムトライアル＆エンデューロ～　エントリーリスト（20180910）

BIB クラス 氏名（チーム名） ふりがな 性別 チーム名 JCF登録者番号
1 個人TT/男子ジュニア/JCF登録有 氏原 真之介 うじはら　しんのすけ 男 埼玉県立浦和北高等学校 11MJ1600863
2 個人TT/女子・女子ジュニア/JCF登録有 高橋 吹歌 たかはし　すいか 女 筑波大学附属坂戸高等学校 11FY1301933
3 個人TT/女子・女子ジュニア/JCF登録有 中川 由理 なかがわ　ゆり 女 川越工業 11fj600905
4 個人TT/女子・女子ジュニア/JCF登録有 田上 萌々子 たのうえももこ 女 ブラウ・ブリッツェン 08FU1401255
5 個人TT/女子・女子ジュニア/JCF登録有 石井 美絵 いしい　みえ 女 AQULS内房レーシング 12FE1301474
6 個人TT/男子/JCF登録無し（臨時登録） 大西 武史 おおにし　たけし 男 なし
7 個人TT/男子/JCF登録無し（臨時登録） 原 幹人 はら みきと 男 CROWN ROAD
8 個人TT/男子/JCF登録無し（臨時登録） 平形 洋生 ひらかた ひろき 男 ARCCレーシングチーム
9 個人TT/男子/JCF登録無し（臨時登録） 庄司 博典 しょうじ ひろのり 男 AS
10 個人TT/男子/JCF登録無し（臨時登録） 森谷 匠 もりやたくみ 男 なし
11 個人TT/男子/JCF登録無し（臨時登録） 高嶋 宏明 たかしま ひろあき 男 なし
12 個人TT/男子/JCF登録無し（臨時登録） 佐藤 圭介 さとうけいすけ 男 なし
13 個人TT/男子/JCF登録無し（臨時登録） 原 希実 はらのぞみ 男 なし
14 個人TT/男子/JCF登録無し（臨時登録） 桑原 渉 くわばらわたる 男 なし
15 個人TT/男子/JCF登録無し（臨時登録） 関 裕史 せき ひろし 男 まさひろ氏
16 個人TT/男子/JCF登録無し（臨時登録） 村田 健 むらたけん 男 TEAM EX NOTES
17 個人TT/男子/JCF登録無し（臨時登録） 廣野 嵩織 ひろのたかおり 男 なし
18 個人TT/男子/JCF登録無し（臨時登録） 武藤 裕輔 むとう ゆうすけ 男 なし
19 個人TT/男子/JCF登録無し（臨時登録） 斉藤 達也 さいとう たつや 男 Team bonds
20 個人TT/男子/JCF登録無し（臨時登録） 木暮 和哉 こぐれ かずや 男 Team bonds
21 個人TT/男子/JCF登録無し（臨時登録） 桑原 朋也 くわばらともや 男 なし
22 個人TT/男子/JCF登録無し（臨時登録） 中田 優斗 なかた ゆうと 男 成蹊中学
23 個人TT/男子/JCF登録無し（臨時登録） 猪又 健次 いのまた　けんじ 男 なし
24 個人TT/男子/JCF登録無し（臨時登録） 松村 潤 まつむらじゅん 男 なし
25 個人TT/男子/JCF登録有 山本 康雄 やまもと やすお 男 パラティアム東京 1502722
26 個人TT/男子/JCF登録有 増田 智仁 ますだ ともひと 男 なし 09MM0200043
27 個人TT/男子/JCF登録有 森榮 晃彦 もりさか　あきひこ 男 FORCE 33ME1602688
28 個人TT/男子/JCF登録有 大森 修平 おおもり　しゅうへい 男 SEKIYA 14MM1301789
29 個人TT/男子/JCF登録有 有益 伸一 あります　しんいち 男 SAUCE DEVELOPMENT 14ME1402317
30 個人TT/男子/JCF登録有 石橋 賢一 いしばしけんいち 男 伊豆CSC 13ME061001834
31 個人TT/男子/JCF登録有 松崎 琢仁 まつざき　たくみ 男 ブラウ・ブリッツェン 09MU1700557
32 個人TT/男子/JCF登録有 山倉 幹丈 やまくら　みきたけ 男 AQULS内房レーシング 12ME1101544
33 個人TT/男子/JCF登録有 吉冨 稔夫 よしとみなるお 男 なし 13ME1802772
34 個人TT/男子/JCF登録有 藤田 涼平 ふじた りょうへい 男 サイタマサイクルプロジェクト 11MU1101875
101 チームエンデューロ（1時間）/ファミリー/2名 チームゆうちゃん
102 チームエンデューロ（1時間）/ファミリー/2名 ARCC
103 チームエンデューロ（1時間）/ファミリー/2名 RE Long distance
104 チームエンデューロ（1時間）/ファミリー/2名 MIKAJIRI
105 チームエンデューロ（1時間）/ファミリー/2名 なし（代表者酒井）
106 チームエンデューロ（1時間）/ファミリー/2名 TEAM Tacke
107 チームエンデューロ（1時間）/ファミリー/2名 AMBCO
108 チームエンデューロ（1時間）/ファミリー/3名 チーム898
109 チームエンデューロ（1時間）/ファミリー/3名 NHA
301 チームエンデューロ（3時間）/男子/2名 EQMEN RACING チームA
302 チームエンデューロ（3時間）/男子/2名 EQMEN RACING　チームZ
303 チームエンデューロ（3時間）/男子/2名 なし（代表者山下）
304 チームエンデューロ（3時間）/男子/2名 プルトラA
305 チームエンデューロ（3時間）/男子/2名 ｔｅａｍ　Ｍ
306 チームエンデューロ（3時間）/男子/2名 Plus 1 bicycles
307 チームエンデューロ（3時間）/男子/2名 大東港運自転車部
308 チームエンデューロ（3時間）/男子/2名 まさひろ氏
309 チームエンデューロ（3時間）/男子/2名 日大理工ーA
310 チームエンデューロ（3時間）/男子/2名 Kに負けた男たち
311 チームエンデューロ（3時間）/男子/2名 パインヒルズ´90
312 チームエンデューロ（3時間）/男子/2名 Team Bacchus
313 チームエンデューロ（3時間）/男子/2名 Black Rims -R-
314 チームエンデューロ（3時間）/男子/2名 VO2MAX CYCLEONE
315 チームエンデューロ（3時間）/男子/2名 TEAM Y DELEZ
316 チームエンデューロ（3時間）/男子/2名 非公式SL自転車部
317 チームエンデューロ（3時間）/男子/2名 MEZZO",",大熊将"
318 チームエンデューロ（3時間）/男子/2名 なし（代表者薬師寺）
319 チームエンデューロ（3時間）/男子/2名 北風と太陽
320 チームエンデューロ（3時間）/男子/3名 ゆるぽた戦隊チームmio
321 チームエンデューロ（3時間）/男子/3名 Flying SUN-A
322 チームエンデューロ（3時間）/男子/3名 プルトラB
323 チームエンデューロ（3時間）/男子/3名 Road of the Underground
324 チームエンデューロ（3時間）/男子/3名 De La Soulfood
325 チームエンデューロ（3時間）/男子/3名 TOURMALINE
326 チームエンデューロ（3時間）/男子/3名 青春
327 チームエンデューロ（3時間）/男子/3名 日大理工
328 チームエンデューロ（3時間）/男子/3名 Team bonds
329 チームエンデューロ（3時間）/男子/3名 デリちゃり東海
330 チームエンデューロ（3時間）/男子/3名 Black Rims -P-
331 チームエンデューロ（3時間）/男子/3名 芝川ＣＣ
332 チームエンデューロ（3時間）/男子/3名 MIYAMA
333 チームエンデューロ（3時間）/男子/3名 TEAM WANGUN
334 チームエンデューロ（3時間）/男子/3名 三幸エステート　



335 チームエンデューロ（3時間）/男子/3名 荒川CC
336 チームエンデューロ（3時間）/男子/3名 定峰峠★銀河
337 チームエンデューロ（3時間）/男子/4名 思い出ロードチーム
338 チームエンデューロ（3時間）/男子/4名 Kamakura Cycling Team ROSSO
339 チームエンデューロ（3時間）/男子/4名 鉄下駄CLUB
340 チームエンデューロ（3時間）/男子/5名 ＫeiＧ
341 チームエンデューロ（3時間）/男子/5名 Le Vent
342 チームエンデューロ（3時間）/男子/5名 チーム　フラミンゴ
351 チームエンデューロ（3時間）/男女混成/2名 柴犬＆roadies
352 チームエンデューロ（3時間）/男女混成/2名 NoriTaka Racing
353 チームエンデューロ（3時間）/男女混成/2名 petit
354 チームエンデューロ（3時間）/男女混成/2名 Team Dky 自転車通勤部
355 チームエンデューロ（3時間）/男女混成/3名 サイカイングロード
356 チームエンデューロ（3時間）/男女混成/3名 TEAM AMiGos
357 チームエンデューロ（3時間）/男女混成/3名 なし（代表者坂田）
358 チームエンデューロ（3時間）/男女混成/3名 バナナの会
359 チームエンデューロ（3時間）/男女混成/3名 Kamakura Cycling Team NERO
360 チームエンデューロ（3時間）/男女混成/4名 JSCレーシング
361 チームエンデューロ（3時間）/男女混成/4名 しまなみ会
362 チームエンデューロ（3時間）/男女混成/4名 マイペース
363 チームエンデューロ（3時間）/男女混成/6名 医療法人誠光会ひかりクリニック
364 チームエンデューロ（3時間）/男女混成/6名 initialK
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