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守山市制５０周年記念 

エールコーポレーションカップ 第９回守山野洲川クリテリウム 開催要項 

 

開催趣旨 本大会は、青少年の心身の鍛練と高揚を図り、日頃の修練の結果をクリテリウム（ロード・レース

の１種目）競技独特のレースで発揮し、世界に飛躍する選手の養成の一助とします。 

     また、野洲川や守山の自然を体感しながら走ることにより、守山市のＰＲを図り地域経済の発展を

促すことを目的とします。 

 

１．主  催 一般社団法人滋賀県自転車競技連盟 

２．主  管 守山野洲川クリテリウム実行委員会、守山市自転車競技連盟 

３．後援（予定） 守山市、守山市教育委員会、公益財団法人守山市文化体育振興事業団、中洲学区自治会長会、 

守山市スポーツ協会、野洲市スポーツ協会、滋賀県自転車軽自動車商業協同組合守山野洲支部、 

輪の国びわ湖推進協議会、びわ湖守山・自転車新文化推進協議会、 

国土交通省近畿地方整備局琵琶湖河川事務所 

４．特別協賛（予定） エールコーポレーション株式会社 

５．協  賛（予定） 守山環整株式会社、守山市観光物産協会、守山湯元 水春 

６．開催日時 2021 年 9 月 23 日（祝）8:00～16:40 （雨天決行） 

７．開催場所 守山市服部町地先 特設周回コース（一周 2.2km）。 

８．競技規則 （公財）日本自転車競技連盟（以下、ＪＣＦという）競技規則ならびに以下の大会特別規則によっ

て行います。 

９．大会特別規則 

Ⅰ．駐 車 場 野洲川対岸の中洲野洲川親水公園駐車場、株式会社レイマック駐車場、旧おうみ冨士農協中洲支店

駐車場をご利用ください。 

Ⅱ．受付場所 守山市立埋蔵文化財センター内 特設受付場所。（当日の連絡先 090-2018-4358 小西まで） 

Ⅲ．受付時間  準備が出来次第（7 時 00 分頃から）、各クラススタート 30 分前まで。（代理受付も可能です） 

Ⅳ．試走時間  試走時間は 7:30～7:50、12:30～12:50、14:30～14:40 とします。それ以外の時間帯の試走

は認めません。午後の試走は事故防止のため、小学生と中学生以上に分けて実施します。 

Ⅴ．集合時間 各クラススタート15分前までに招集場所に集合してください。遅れた場合、後列出走となります。 

Ⅵ．タイムスケジュール／種目  ※天候・参加者数により統合・取り止め・繰り上げを行うこともあります。 

No. 
スタート 

時刻 
カテゴリー 

周回数 

（周） 

距離 

（㎞） 

所要 

時間 

（分） 

定員 

（名） 

（ﾁｰﾑ） 

－ 7:30 試走－１ － － 20 － 

1 8:00 滋賀県選手権（第１組）＋滋賀県選手権（第２組） ９ 19.8 30 30+30 

2-1 8:40 
トロッフェ・バラッキ（中学生以上のペア） 

（第１組）女性＋男女混合 
3 6.6 20 15+15 

2-2 9:10 
トロッフェ・バラッキ（中学生以上のペア） 

（第２組）男性 
3 6.6 20 30 

3 9:40 クロモリ＆アルミリム＋滋賀県選手権（女子） 4 8.8 25 30+30 

4 10:15 Ｃ５（第１組）＋Ｃ５（第２組） ３ 6.6 15 30+30 

5 10:40 Ｃ５（第３組）＋Ｃ５Ｗ ３ 6.6 15 30+30 

6 11:05 Ｃ１＋Ｃ２ １２ 26.4 40 30+30 

7 11:55 

マスターズ（50 歳以上男性第１組）＋マスターズ

（第２組）＆レジェンド（70 歳以上男性） 

＋Ｕ１５（男女） 

４ 8.8 25 

30+ 

(20&10)

+30 

－ 12:30 試走－２（小学生） － － 20 － 

8 13:00 ３歳～未就学児童  補助輪付でもＯＫ！※1 － 0.4 10 30 

9 13:10 小学生１～２年生（男女）※1 １ 2.2 10 30 

10 13:30 小学生３～４年生（男女）※1 

＋小学生５～６年生の部（男女Ｎ）※1 
２ 4.4 20 30+30 

11 14:00 小学生５～６年生（男女Ｓ）※1 ３ 6.6 20 30 

－ 14:30 試走－3（中学生以上） － － 10 － 

12 14:50 Ｃ４（第１組）＋Ｃ４（第２組） ４ 8.8 20 30+30 

13 15:20 Ｃ４（第３組）＋Ｃ４Ｗ ４ 8.8 20 30+30 

14 15:50 Ｃ３（第１組）＋Ｕ１８ ５ 11.0 20 30+30 

15 16:20 Ｃ３（第２組）＋Ｃ３Ｗ 5 11.0 20 30+30 

守山市観光物産協会 

守山市 PRキャラクター「もーりー」 
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 ※1 初めてロード・レース（クリテリウム含む）大会に出場する３歳～小学生については、レース中の事故防

止のため、中洲小学校で同時開催する「自転車スキルアップ教室」の受講を推奨します。 

○各カテゴリーの説明 

【各カテゴリー共通事項】 

①前回大会の各カテゴリー上位３名については強制昇格とします。（例：前回大会Ｃ４Ｗの１～３位の選手は、

今大会はＣ３Ｗでの出走となります。）前回大会のＣ３Ｗ、マスターズの上位３名の強制昇格は行いません。

各自の判断でエントリーをお願いします。 

②複数エントリーについて 

 ａ．ＪＣＦ競技者登録地が滋賀県の競技者（以下、滋賀県登録競技者という）または滋賀県在住の競技者 

滋賀県選手権とクリテリウム 1 種目、クロモリ＆アルミリム、トロッフェ・バラッキ（以下、トロバラ

という）の最大 4 種目エントリーが可能です。 

  ｂ．それ以外の方 

滋賀県選手権を除くクリテリウム 1 種目とクロモリ＆アルミリム、トロバラの最大３種目エントリーが

可能です。 

 ③マスターズ、レジェンドは 2021 年 12 月 31 日に到達する年齢とします。 

 ④ジュニアカテゴリーの選手（小学生から高校生（18 歳以下）。2021 年に達する年齢を基準とする。）につ

いては、全てのカテゴリーにおいて、ＪＣＦ競技規則に定められたギヤ比制限を行います。これは、クリテリ

ウム、トロバラ、クロモリ＆アルミリム全てに適用します。（ゴール後に入賞者を対象にギヤ比チェックを行

います。）ギヤ比チェックに合格しなかった選手は、降格となります。 

なお、中学３年生はＵ１５のギヤ比を適用し、高校１年生はＵ１７のギヤ比は適用せず、ジュニアのギヤ比を

適用します。 

※ジュニアギヤ比（クランクが１回転したときに進む自転車の距離）目安表 

カテゴリー 小学生以下 中学生 高校生 

距 離 5.66m 以下 6.10m 以下 7.93m 以下 

【各カテゴリー個別事項】 

①滋賀県選手権は中学生以上のＪＣＦ滋賀県登録競技者または滋賀県在住の競技者が参加できます。 

②Ｃ５は初めて参加される方、２～３回出たがまだ集団で走るのは怖い、と言うクラスです。Ｃ４は初級クラス

です。過去に入賞経験のある方はＣ３へ出場してください。中学生以上が参加可能です。 

③マスターズ、Ｃ３、Ｃ４、Ｃ５はエントリーを締切った時点で年齢によりおよそ３０名ずつになるよう割り振

りするものです。 

④Ｃ２は上級クラスです。中学生も参加できます。 

⑤Ｃ１は登録クラスです。ＪＣＦへの競技者登録が必須です。エントリーの際にライセンスＮｏ．を記入してく

ださい。競輪選手、登録カテゴリーがプロの競技者はＣ１にだけ参加することが可能です。ライセンスを必ず

持参してください。忘れた場合はペナルティの対象となります。中学生は参加できません。 

⑥Ｃ３～５に＋Ｗとして女性の独立したカテゴリーを設けています。スタートは同カテゴリーの男性から３０秒

遅れの時間差スタートとし、周回も独立してカウントします。表彰も独立して行います。女性はＣ１～２へも

出場は可能ですが、女性だけの表彰はありません。Ｃ３Ｗは周回遅れ除外のルールも男性と同じように適用さ

れます。女性の参加者数が少ない時は、男性と同時スタートとすることもあります。 

⑦小学生５～６年生の部に限り、使用する自転車によってＳ＝ロードレーサー（ドロップハンドル）とＮ＝ＭＴ

Ｂや通学車（フラットハンドルなど）の二つの部門を設定します。エントリーの際、記入忘れのないように注

意ください。 

⑧３歳～未就学児童は、スタート地点からコース上の折り返し点を折り返しスタート地点まで戻る特別コース

（左側通行）を使用して行います。使用する自転車は、ストライダーや補助輪付自転車でも構いません。た

だし、三輪車はご遠慮下さい。（普段使われている自転車をご持参下さい。レンタサイクルはありません） 

⑨トロバラは、二人一組でチームを組み出走します。二人は離れずゴールを目指し、遅い方のタイムがチームの

タイムとなります。チームは１５秒間隔で時間差出走します。全チームがゴールした後、次の組が同じよう

に１５秒間隔で時間差出走します。トロバラに使用する自転車は、ＴＴバイクも可とします（ＤＨバーの使

用も可とします。）なお、ドラフティング（前を走行中のチームと十分な距離を取らず走行）は固く禁じま

す。ドラフティングと認められた場合、表彰対象から除外するとともに、記録なしの扱いとなります。表彰

は各カテゴリーの記録で順位付けします。 

 18 歳以下を含むチームで出場される場合、ＪＣＦ競技規則のギヤ比制限はクリテリウム同様行います。 

⑩クロモリ＆アルミリムの部に出場される選手のリム高は 30mm までとし、カーボンフォークは可能ですが、 

 カーボンリムは禁止とします。中学生以上の男女の出走は可能です。男女別ではなく１カテゴリーでの表彰と

なります。 

Ⅶ．参加料 男性：4,000円、女性：2,500円、中学生：2,000円、高校生：2,500円。複数エントリーの場

合は、１種目につき＋1,000 円となります。小学生：1,500 円（守山市内の小学生は 1,000 円）、

３歳～未就学児：1,000 円。トロッフェ・バラッキ：１チーム 5,000 円（一律）。 

        ※一般社団法人滋賀県自転車連盟会員の方は、個人種目 1 大会につき 500 円割引いたします。 

      ※参加賞は計測チップ返却時にお渡しいたします。（３歳～未就学児童の部は順位づけを行わないた

め、計測チップは使用しません。ゴール後にお菓子をお渡しします。） 
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（１）上記参加料には保険料（補償内容：死亡・後遺障害 10,000 千円、入院日額 5,000 円、通院日額 3,000

円）が含まれていますが、不足していると感じる方は別途、個人で傷害保険、損害賠償保険に加入されるこ

とをおすすめします。 

（２）一旦納付された参加料は一切お返ししません。 

（３）未成年者の場合は保護者の同意書が必要です。 

（４）大会の３～５日前を目安に参加案内を発送します。当日受付に持参して、プログラム、ナンバーカード、計

測チップなどをお受け取り下さい。またインターネット上で参加者一覧を掲載しますので、確認をお願いし

ます。受付は、滋賀県選手権に出場される方を優先に行います。以降、先着順です。 

（５）参加人数によっては希望カテゴリーに添えないこともあることをご承知おきください。また、開始時間が変

更になることもありますので余裕を持ってお越しください。会場内でスケジュールをアナウンスしています。 

Ⅷ．参加申込 スポーツエントリーでの申込とします。（参加料とは別に、手数料が必要です） 

（１）インターネットによる申込 

スポーツエントリー（https://www.sportsentry.ne.jp/event/t/84910/）にアクセスいただき、申込

してください。（携帯電話からも可能です。） 

（Ｃ１以外に出場の方で、競技者ライセンスをお持ちの方は、必ずライセンス No.を入力して下さい。） 

（２）電話による申込 

専用ダイヤル 0570-039-846（受付時間：土・日・祝日を除く、平日 10 時 00 分～17 時 30 分。） 

（Ｃ１以外に出場の方で、競技者ライセンスをお持ちの方は、必ずライセンス No.を申し出て下さい。） 

本大会に関するお問い合せは、info@shiga-cf.com までお願いします。 

※新型コロナウイルス感染状況により、大会を延期する事があります。その際、参加料は返金せず、延期した

大会の参加料とさせていただきます。 

Ⅸ．申込締切り 2021 年 8 月 22 日（日）※締切り前でも各クラス定員になり次第、締切ります。 

Ⅹ．表 彰  ３歳～未就学児童の部を除く各カテゴリーの１位～３位に表彰状と副賞、４位～６位に表彰状を

授与します。なお、新型コロナウイルス感染対策のため、表彰式は行いません。対象者には受付で

表彰状と副賞をお渡しします。（副賞によっては、宅配便の手続きが必要です。） 

また、大会当日はリザルトボードを設置いたしません。各レースの着順確定後、速やかにインター

ネットにリザルトをアップいたしますので、各自スマートフォンなどで確認をお願いいたします。 

Ⅺ．その他 

（１）クリテリウムは、ゴールラインを決勝線とした短周長の個人ロード・レースとして行います。なお、スター

ト直後はローリングスタートとなりますので、先導バイクを追い越さないよう注意して下さい。 

（２）クリテリウムは、滋賀県選手権（男子）とＣ１、Ｃ２、C3、C3W、U18 で周回遅れになりそうな場合

（およそ先頭から２分の１周）はすべて失格となります。その他のカテゴリーは先頭に抜かされても周回遅

れのゴールとなります。なお、バイク審判の判断でレースから除外されることもあります。 

（３）全てのレースにおいて、補給はできません。また、ニュートラル周回は設定されません。 

（４）大会に使用できる自転車は、ＪＣＦ競技規則第 16 条に準じます。詳細は、以下の表などでご確認下さい。 

全てのカテゴリーにおいて、ディスクブレーキ仕様のロードバイクの出場を認めます。ディスクブレーキと

リムブレーキの制動距離の違いを理解いただき、ご参加下さい。 

凡例 ◯：使用可、×：使用不可 

  クリテリウム トロバラ 
小学５～６年生 

（S） 
小学５～６年生 

（N） 
その他の小学生 
３歳～未就学児童 

ロードバイク 
（ドロップハンドル車） 

◯ ◯ ◯ × ◯ 

TT バイク ※１ 
（各種バー含む） 

× ◯ × × × 

クロスバイク Ｃ５のみ◯ × × ◯ ◯ 

ＭＴＢ Ｃ５のみ◯ × × ◯ ◯ 

ミニベロ Ｃ５のみ◯ × × 
フラットハンドル

のみ◯ 
◯ 

ランドナー Ｃ５のみ◯ × × 
フラットハンドル

のみ◯ 
◯ 

リカンベント × × × × × 

一般車 
（MTB ルック車） 

× × × ◯ ◯ 

タンデム × × × × × 

電動アシスト付 
自転車 

× × × × × 

https://www.sportsentry.ne.jp/event/t/84910/
https://www.sportsentry.ne.jp/event/t/84910/
mailto:info@shiga-cf.com
https://www.youtube.com/watch?v=uHFSSXOSnxs
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  クリテリウム トロバラ 
小学５～６年生 

（S） 
小学５～６年生 

（N） 
その他の小学生 
３歳～未就学児童 

シティサイクル 
（ママチャリ） 

× × × ◯ ◯ 

 ※１ TT バイクとは、トライアスロンバー、DH バー、アタッチメントバー、ブルホーンバーを取り付けた 

    ロードバイクも含みます。 

  ａ．参加者が使用できる自転車はフリーハブ式で、前後ブレーキは完全なものとします。 

  ｂ．高速走行に耐える強度を備え、よく整備された自転車である事とします。 

  ｃ．スタンドが装着された自転車については、試走時も含め、必ず外してから走行してください。 

（５） 選手として守るべきこと 

ａ．自転車の検査は行いません。事前に購入された自転車店または自分で整備し、参加確認証送付時にお送り

する自転車整備証を受付に提出して下さい。また、競技役員に整備不良が指摘された場合は改善しなけれ

ば出走できません。 

ｂ．試走も含め、ヘルメットはＪＣＦ公認のもの（小学生以下は、それに準ずる硬質ヘルメット）を使用して

下さい。 

ｃ．負傷した場合応急処置は行いますが、以降は自己負担となります。（健康保険証の持参を推奨します。） 

大会中に負傷して救護に届が無い場合、保険の適用が受けられない事がありますので、軽いケガで自分の

判断で病院に行く場合でも、必ず救護に連絡してください。 

ｄ．コーナー入口では十分減速し、スリップやオーバーランの無いように注意が必要です 。 

ｅ．むやみな蛇行は厳に慎み、コース変更も後方の安全を確認して、安全走行に努めてください。特にトップ

チューブ上に座るフォームでの走行、肘をハンドルのフラット部分に置いたフォームでの走行、両手離し

での走行は失格とします。 

ｆ．先頭集団がゴールラインを通過した後、後方で順位争いの為の無理なスピードアップは危険なため、慎ん

でください。 

ｇ．大会当日以外の走行はできません。地域住民の生活道路と国土交通省近畿地方整備局野洲川河川事務所の

管理用通路（野洲川堤防）ですので、絶対に立ち入らないで下さい。地域の皆さまからお𠮟りを受けてい

ます。大会の継続ができるよう、大会当日以外の走行は厳に慎んで下さい。 

役員が監視します。大会当日までに走行したことが判明した出場者は出場を取り消します（参加料は返金

いたしません）。 

ｈ．大会当日のゴミは、各自でお持ち帰りください。（会場にゴミ箱はありません。） 

（６）駐車場の台数が限られているため、近隣地域の方は自走で会場までお越しください。 

なお、駐車場内における盗難、トラブル等については、主催者は責任を負いません。 

（７）今後の告知事項は滋賀県自転車競技連盟 Website（http://www.shiga-cf.com） にて行います。 

 

【同時開催】 ３歳～小学生対象 自転車教室 開催要項 

開催趣旨 歩行者と自転車の事故が近年増加し、自転車の加害者には多額の賠償金支払いを命ずる判決が裁判所

で出ています。これは、加害者が小学生でも同様で、親が賠償金を支払う事態に発展しています。 

これからの時代を担う小学生がそのような事故を引き起こすことが無いよう、自転車の基本操作を楽

しく学ぶ自転車教室を開催します。 

１．主  催 一般社団法人滋賀県自転車競技連盟 

２．主  管 守山野洲川クリテリウム実行委員会、守山市自転車競技連盟 

３．開催日時 202１年 9 月２3 日（祝）9:30～11:30 （雨天決行） 

４．開催場所 守山市立中洲小学校グラウンド 特設コース 

５．受付場所 守山市立中洲小学校内 特設受付場所 

（受付 9:00～。クリテリウム参加者は、先にクリテリウムの受付を済ませてからお越し下さい） 

６．参加対象 ３歳～小学生 

７．教室内容 

（１）自転車の基本操作を楽しく習得しよう！（まっすぐ走って止まる、一本橋走行、スラローム走行など） 

（２）模擬コースで集団走行を体験しよう！ 

８．定  員 40 名 

９．参 加 料 1,000 円（守山野洲川クリテリウムに参加される方は無料です） 

10．参加申込 スポーツエントリーでの申込とします。（参加料とは別に、手数料が必要です） 

（１）インターネットによる申込 

スポーツエントリーにアクセスいただき、申込してください。（携帯電話からも可能です。） 

（２）電話による申込 

専用ダイヤル 0570-039-846（受付時間：土・日・祝日を除く、平日 10 時 00 分～17 時 30 分。） 

本教室に関するお問い合せは、info@shiga-cf.com までお願いします。 

11．申込締切り 2021 年 8 月 22 日（日）※締切り前でも定員になり次第、締切ります。 

12．持 ち 物 普段使われている自転車、ヘルメット、手袋（軍手でも可）、飲み物 

 

http://www.shiga-cf.com/
mailto:info@shiga-cf.com
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守山野洲川クリテリウムにおける新型コロナウイルス感染防止対策 

 

１．参加者の皆さまにお願いしたいこと 

（１）参加確認証に同封する当日の体調申告書に必要事項（カテゴリー、ゼッケン No.、氏名、大会当日の体温、

健康状態、大会の新型コロナウイルス感染防止対策についての同意）を記入いただき、受付時にご提出くだ

さい。 

（２）体調がよくない場合（例：発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合）は、参加をお控え下さい。 

（３）同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合は、参加をお控え下さい。 

（４）過去１４日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を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ある場合は、参加をお控え下さい。 

（５）レース出場時以外は、マスク、ネックゲーターなどを着用し飛沫飛散防止に努めていただくとともに、ソー

シャルディスタンスを保って行動をお願いいたします。 

（６）受付に並ぶスペースも、ソーシャルディスタンスを確保するよう地面に明示いたしますので、それに従って

いただくとともに、グループで参加される方は代表者がまとめて受付して下さい。受付は、第１レースの滋

賀県選手権を優先して行います。 

（７）召集については、ゼッケン No.順といたします。時間に余裕を持ってお越しいただくとともに、自転車を所

定の位置に並べられたらマスク、ネックゲーター着用のまま、静かに待機して下さい。スタート地点に着い

たらマスク、ネックゲーターを係員の指示で外してください。 

（８）大会当日、表彰は行いますが表彰式は行いません。対象者には、受付で表彰状と副賞をお渡しします。 

       また、会場にリザルトボードを設置いたしません。各レースの着順確定後、速やかにインターネットにリザ

ルトをアップいたしますので、各自スマートフォンなどで確認をお願いいたします。 

（９）こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を行って下さい。 

（10）大会終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、主催者に対して速やかに濃厚接触

者の有無等について報告して下さい。 

（11）厚生労働省の新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）を各自のスマートフォンにインストールの

上、活用されることを推奨します。 

 

２．観戦される皆さまへお願いしたいこと 

（１）マスクやネックゲーターなどを着用し飛沫飛散防止に努めていただくとともに、ソーシャルディスタンスを

確保して観戦をお願いいたします。 

（２）飛沫飛散防止のため、声を出しての応援は控えていただくよう、お願いいたします。 

（３）大会終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、主催者に対して速やかに濃厚接触者

の有無等について報告して下さい。 

（４）厚生労働省の新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）を各自のスマートフォンにインストールの

上、活用されることを推奨します。 

誓約書（エントリーされた方はこの誓約書に同意されたものと見なします） 

私は標記大会に参加するに当たり、自分自身の健康管理に細心の注意を払い、競技規則を順守し、万一の事故、疾病に際し

ては主催者に対し、その責任を問わず、自己の責任において処理することを誓います。 

未成年者参加の場合、保護者が上記誓約書記載内容に同意の上で参加させることを誓います。 

別 紙 

守山野洲川クリテリウムが末永く開催出来ますよう、皆さまのご協力をよろしくお願い申し上げます。 

個人情報、肖像権の管理について 

・本大会で主催者が取得した個人情報（氏名、生年月日、所属競技成績、競技歴、写真など）は、本大会の運営（ポスター、プログラム、

コミュニケなど）にのみ使用いたします。また、新聞などメディアに掲載される場合があります。 

•肖像権及び個人情報の取り扱い 

肖像等を含む参加者の個人情報が、主催者が作成するウェブサイト、パンフレット、広報物並びに情報メディアにおいて使用されるこ

とがあります。主催者および主催者の許可を受けた企業が制作する印刷物・ビデオ等商業的利用を行う場合があります。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html

