
第4回
たちかわ競輪de運動会

参加者のみなさまへ
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参加受付に際して
持ち物 参加番号をお伝えしたメールが確認できるもの

（メールをプリントアウトして持参するか、係員にメールの文面をお見せください）

年齢が確認できる公的身分証明書
（運転免許証、保険証、マイナンバーカードなど）

使用する自転車
バンク走行に耐えうるスポーツタイプの自転車。事前にショップなどでの整備をお薦め
します。会場には簡単な工具、空気入れなどの用意はございますが、消耗品はございま
せん。必ずご自身の責任で自転車のコンディションを調整してください。 DHバー、ブ
ルホーンバーは使用できません。
スピードメーターなどは車体に直接固定されたもの以外は取り外していただきます。

着替え・タオル類
シャワーなどの用意はございません。着替え、その他に関しましてはご自身でご用意く
ださい。

飲食物など
参加特典としてミネラルウォーター1本をご用意しております。バンク走行は体力を消
耗いたしますので、追加のドリンクのご用意をお薦めします。昼食は競輪場内の飲食店
がご利用いただけます。周辺にはコンビニがございません。事前のご用意をお願いいた
します。
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参加受付に際して
手荷物など
• 貴重品以外の手荷物、持ち物は控室にて保管してください。施錠できる施設はございませんので、各自での管
理をお願いいたします。

• 着替えは控室にてお願いいたします。
• 一時的な自転車の保管には検車室内の自転車スタンドをご利用いただけます。盗難、紛失などへの責任は負い
かねますので、施錠などの管理はご自身でお願いいたします。

• イベントが実施されるバンク内には必要なものだけお持ち込みください。
• バンク内は飲食禁止です。ボトルなども持ち込めませんので、事前に取り外してください。
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参加受付に際して
検車基準
• DHバー、ブルホーンバーは使用できません。
• 車体に直接固定されていないもの（ボトルなど）は全て取り外していただきます。
• サドルバッグなどは装着できません。
• サイクルコンピューター等は取り外してください。
• ビデオカメラなどは車体に完全に固定されたもの1台のみ使用いただけます。必ず検車員の確認が必要となり
ます。

• 検車を受けた確認として検車シールをシートポストに貼付いたします。
• 極端に大きいフラットペダルなどはバンクに接地する恐れがありますため、確認させていただく場合がありま
す。

• その他、不明な点は検車員の指示に従ってください。

ウェア類
• サイクルウェアなど動きやすい服装でご参加ください。。
• 他の参加者の安全な走行を阻害する恐れがある服装については交換、もしくは参加をお断りする可能性がござ
います。

• 雨天などの場合、シャワーの用意はございませんので、タオル、着替えをご持参する事をお薦めします。
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会場のご案内
車でお越しの方は立川市立第二中学校となりの第
２駐車場(立川曙町運動広場) をご利用ください。

競輪場周辺の道路は駐車禁止です。駐車場でお荷
物をご用意いただいて、会場までお越しください。

駐車場の開門は 8：30 となります。開門前
に周辺で待機する行為は、近隣の住民の方の迷惑
になりますのでご遠慮ください。

立川競輪場西

西武バス営業所

東橋

曙橋



立川競輪場

イベント入り口

正門

北門
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会場のご案内

イベント当日は立川競輪場で場外発売
を行っています。北門、正門からご入
場いただいても、会場には行けません。
競輪場の外周を回り、イベント入り口
にお越しください。

立川競輪場西

西武バス営業所

東橋

曙橋
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会場のご案内（受付）

入口より
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会場のご案内（検車エリア）
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会場のご案内（検車エリア）
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大会参加中の注意事項

• 大会実施エリアはバンク内、および管理棟内となります。競輪場場内は通常営業中ですのでご注意ください。
• 大会実施エリア内外の移動には受付時にお渡しする参加者タグが必要となります。出入り口に待機している係
員に提示して出入りしてください。

• 途中で帰られる方は、係員に「ヘルメットキャップ」「参加者タグ」を返却してください。
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HS

BS

本部
階段

１コーナー

2コーナー3コーナー

4コーナー

敢闘門 ( 検車場へ）

中央通路中央通路中央通路中央通路

発走機発走機発走機発走機

バンク内
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イエローライン

外帯線
内圏線

待避路

走路は通常の路面とは異なり、非常に滑らかでスピードを出しやすい構造になっています。思わぬスピードが出ることがありますの
で、走行にあたっては下記の点にご注意ください。

• 自転車の各部に緩みなどがないか点検してください。
• 走行中に脱落する恐れがあるものは外してください。
• ロングクランクをお使いの方は、ペダルが接地しないか確認させていただきます。
• フラットペダルをお使いの方は、サイズによっては路面に接地する恐れがあります。当日の検車時に確認させていただきます。
• 走路内では緊急時を除きブレーキは使用しないでください。停車する場合は、待避路でゆっくり減速し、バンク内の安全な場所でブ
レーキを使用して停止してください。

• 走路にタイヤ痕が残りますので、前後共にブレーキは絶対にロックさせないでください。
• 走路においては原則として内圏線、外帯線の間を走行してください。
• イエローラインを越えての走行は原則禁止です。
• 前走者を追い抜く場合、必ず右側から追い抜き、声をかけてください。
• 進路を変更する際は後方を良く確認してください。

バンク走行の注意点
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実施競技の説明
400mスタンディングタイムトライアル

■競技概要
400mのタイムトライアルです。スタート線で待機してください。発走補助員が自転車を支持します。スタートの合図でホームスト

レッチからスタートし、１周のタイムを計測します。フィニッシュ後は速やかに待避路で減速し、バンク中央通路からスタート地点に戻っ
てください。
３人一組で順次スタートします。スタート位置付近に待機し、ゼッケン番号を呼ばれたら速やかに補助員のところに向かってください。
計測タイムの上位18名の方は、午後の周回走行で競輪選手によるハイペース誘導にご案内いたします。また、速度競走の組み分けをタ
イム順で行います。男女トップ９名の方はチャンピオンレースに出走となります。
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実施競技の説明
速度競走
■競技概要 周回数３周
レースは最大9名で行います。最初の2周は誘導員がいますので、スタート後、誘導員の後ろに１列に並んで走行してください。残り1周
手前の４コーナー付近で誘導員が走路から待避し、そこからレーススタートです。
休憩終了後、スタートリストを本部テントに掲示します。出場2レース前までに本部テント前にに集合し、係員の指示に従って出場レー
ス毎にグループで待機して発走に備えてください。

＊内圏線の内側から追い抜く行為、斜行して他車の進路を著しく妨害するなどの行為は危険ですので絶対に止めてください。
＊競輪競走ではありません。接触を伴う動きは禁止です。
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1. たちかわ競輪de運動会（以下、本大会）は（公財）日本自転車競技連盟規則に準じ、本大会特別規則により実施します。
2. 競技規則及び競技運営・管理上の規定を尊守してください。
3. 競技は参加申し込みにてエントリーした方のみが出場できます。
4. 参加受付時に検車を行ないますので使用する自転車をお持ちください。
5. 使用自転車はロードレーサーに限定します。尚、DHバー、ブルホーンバー、その他主催者が危険と判断した機材、バンク走行に適さないと判断された機材の使用
は禁止します。

6. 競技中は、サイクルコンピューター類、ツール缶、泥除け、携帯ポンプ、サドルバック、ライト、ベル、及びヘルメット装着型のカメラ等、競技に必要のない機
材の装着はできません。（ハンドル、シートポストに取り付けるタイプのカメラは一人一台まで認めますが、装着する旨を検車スタッフにお知らせし、しっかり
取り付けられているか確認してください。）

7. 万が一、落車などのアクシデントに見舞われた場合、係員が安全を確認するまでその場に待機してください。
8. 安全のため競技中に係員より競技の中止を指示された選手は速やかに競技を中止してください。
9. 立哨員の許可を得ずに競技中のコース内侵入は一切禁止します。
10. 全ての参加者は、JCF公認もしくは準じる自転車用ヘルメットと、グローブの装着を義務付けます。使用ヘルメットに割れや破損による安全上の問題がある場合
は出走不可とします。

11. 競技に支障の無い服装で参加してください。他の方の安全を阻害する恐れがあるコスチューム、装飾品などを身に付けている場合、参加をお断りする場合があり
ます。

12. 走行中の手放しは禁止です。
13. 大会中の事故・傷病は、大会側で加入する傷害保険の範囲内で補償します。保険内容に不安を感じる方は、各自加入をお願い致します。
14. 大会中の怪我等は主催者側で応急処置を行ないますが、救急処置が必要な場合は指定の救急車両にて病院に搬送します。
15. 大会当日は場外発売開催中となります。一般エリアへの自転車持ち込みはできません。
16. 持ち込み品（荷物置き場含む）の紛失、盗難、破損等について主催者は責任を負いません。
17. 主催者にて携帯電話、財布など必要最小限の貴重品をお預かりします。預託時、また出し入れの際は出納履歴書に自署にて署名をお願いします。
18. その他の身の回りの品（自転車など）は各自にて管理をお願いします。紛失、盗難などがありましても、主催者は一切責任を負いません。
19. 喫煙は所定の喫煙所でお願いします。

諸規則


