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大会名：sfiDARE CRIT vol.6 in KYOTO 

(スフィダーレクリットvol.6イン京都) 

 

開催地 SANGA STADIUM by KYOCERA 

〒621-0804 京都府亀岡市追分町 

TEL：0771-25-3331 / FAX：0771-25-3332 

SANGA STADIUM公式ホームページ 

https://sangastadium-by-kyocera.jp/access-parking 

開催日 2021年 9月 12日日曜日 ＊雨天決行 

目的 フィクスドギア（固定ギア）レースイベントを通じ開催地の魅力を広めるとともにフィクスドギアカ

ルチャーの振興を行う。 

また、参加者開催地の地方スポーツの振興と地方文化の発展に寄与するとともに、皆様の生

活を明るく豊かにしようとするものであります。 

大会概要 フィクスドギヤ（固定ギヤ）バイクによるクリテリウムレース 

※参加者想定 選手 約 250名 観覧者 800人 

カテゴリー分けは、上級クラス男女。中、初級クラス男女。初級クラス女子。フラットバークラス男

女の 4 カテゴリーで行う 

参加資格  個人で損害保険に加入している方 

 主催者とともにモラルの向上に努め、使用施設の保護と美化に協力して頂ける方 

 フィクスドギヤ（固定ギア）バイクに乗った経験がある健康な方 

 競技及びその関係の方で、大会役員・大会管理者の意向に著しく反する場合は、退場

及び次回以降の参加を拒否する場合がある 

 主催者が認めた参加者 

参加方法 スポーツエントリーから申し込む 

参加料  上級クラス男女 ¥4000   

 中・初級クラス男女 ¥4000 

 初級クラス女子 ¥3000 

 フラットバークラス男女 ¥3000 

 小学生スポーツバイクレース ¥500 
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募集期間 未定 

主催 104CYCLE児玉利文/一社京都車連 

企画/運営 sfiDARE CRIT(スフィダーレクリット)実行委員会 

後援 京都府・亀岡市（申請中） 

協力 亀岡市自転車トラック競技連盟 

協賛 

株式会社 岩井商会・相場産業株式会社・cinellijapan・パン工房アークテック 

MASTER PIST・BicycleInnBerns・株式会社 箕浦・Charley・NOVACORONA 

Rockbikes・brotures osaka・taberuna Esquina・konscycle 

S1neo Japan・cargoship・CHARI＆CO・cachalot 

コース設定 サンガスタジアム外周の一部と一部私道を使った１周 350M の周回コース 

表彰 各カテゴリー3位まで表彰 

競技ルール 

 

ルールは伝統あるアメリカ発祥のピストバイククリテリウムレース「RED HOOK CRIT」の 

ルールに準ずる（とても厳しいです） 

主に以下の通りです 

↓↓↓ 

https://redhookcrit.com/rules/race-rules 

https://redhookcrit.com/rules/technical-rules/ 
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 車両規定 

ギア  

固定ギアのトラックバイク（ピストバイク）であること。ロードバイクをコンバージョンした車両は使用不可。  

ハンドル  

フラットバークラス・女子初級クラス以外はドロップハンドルであること。  

ブレーキ  

ノーブレーキであること。ブレーキ装着の車両の場合は、取り外す必要があります。  

ペダル  

男女ともにビンディングペダルまたはストラップ付ペダルであること。フラットペダルは禁止です。   

タイヤ  

チューブラー、クリンチャー、チューブレスなど選択は自由ですが、リムへの装着が完全な状態であること。  

ロックリング 

ロックリングは必須です。無い場合は走れません。                                                               

競技に関係のないアクセサリーが無いこと  

リフレクター、スタンドなどは取り外す。  

基本ルール 

 ヘルメットの着用は義務とします。 

 スキッドは禁止します。  

 スタート時のトラックスタンド（ペダルに両足を装着して待つ行為）はせず、必ず片足を地面に付けた状態でス

タンバイすること。  

 故意に身体を接触させる行為は禁止します。  

 周回遅れはレースから除外しますので、各コーナースタッフの指示に従ってください。  

 ラフな走りに気をつけてください。ピストクリテリウムライダーだと自負して走りましょう！  
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タイムテーブル 

・キッズスポーツバイク講習会 :（無料・募集 30 名）9:30～10:30 

・レース受付 ： 10:00～10:45 （バイクチェック） 

・試   走 ： 10:45～11:15 レースコース 1 周 350m 

・フラットバークラス男女予選（募集 30 名） 

ヒート１ 11:30～11:35  5 周回 

ヒート２ 11:40～11:45  5 周回 

・初級クラス女子予選（募集 30 名） 

ヒート１ 11:50～12:05  5 周回 

ヒート２ 12:10～12:15  5 周回 

・中・初級クラス男女予選（募集 30 名） 

ヒート１ 12:20～12:30  10 周回 

ヒート２ 12:35～12:45  10 周回 

・上級クラス男女予選（募集 30 名） 

ヒート１ 12:50～13:00  10 周回 

ヒート２ 13:05～13:15  10 周回 
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・キッズレース体験：自分のスポーツバイクでレースに参加しよう！    

      小学校 1・2 年生の部（募集 20 名） 13:20～13:25  1 周回 

     小学校 3・4 年生の部（募集 20 名） 13:30～13:35  3 周回 

     小学校 5・6 年生の部（募集 20 名） 13:40～13:50  5 周回 

終わり次第表彰式 

 

・固定ギアで遊べるイベント（どなたでも参加無料・当日エントリー） 

トラックバイクを使ったゲームでみんなで楽しもう！！14:00～14:30 

           ・フットダウンコンペ  

           https://www.youtube.com/watch?v=j5r_Aoj0Wlg 

・Longest Lap ロンゲストラップ 

https://www.youtube.com/watch?v=wVQNlyYXqjg 

・コンクール・デ・エレガンス 

・ピストバイクでのトリックショー  

 

 

・初級クラス女子 

順位決定戦 14:35～14:40  5 周回 

決勝         14:45～14:55  8 周回 

・フラットバークラス 

 順位決定戦 15:00～15:05  5 周回 

決勝         15:10～15:20  8 周回 

https://www.youtube.com/watch?v=wVQNlyYXqjg
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・中・初級クラス男女 

 順位決定戦 15:25～15:35  10 周回 

決勝         15:40～15:55  15 周回 

 

 

・上級クラス男女 

 順位決定戦 16:00～16:15  15 周回 

決勝         16:20～16:45  25 周回 

 

 

・表彰式  レース終了後 
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主催 

 

  

104 サイクル 

代表：児玉利文（こだま としふみ）  

〒503-2304岐阜県安八郡神戸町丈六道 361-1 

電話：0584-28-0765 FAX: 0584-28-0765 

携帯：090-7044-9814（事務局・児玉 和代） 

E-mail: kedama104@gmail.com 

 

一社 京都車連 

 

 

 

大会に関する最新情報 
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