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千葉市規則第４１号 

千葉市自転車２５０競走競技規則 

目次 

第１章 総則（第１条・第２条）   

第２章 ２５０競走（第３条―第３２条） 

第３章 失格（第３３条―第３５条） 

第４章 競走不成立（第３６条） 

第５章 雑則（第３７条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 千葉市が自転車競技法（昭和２３年法律第２０９号）に基づい

て施行する自転車２５０競走（以下「２５０競走」という。）の方法

は、同法及び自転車競技法施行規則（平成１４年経済産業省令第９７

号）並びに千葉市自転車競走実施条例（昭和３７年千葉市条例第３９

号）及び千葉市自転車競走実施規則（昭和３７年千葉市規則第２２号）

のほか、この規則に定めるところによる。 

 （競走路） 

第２条 競走は、別表に掲げる周回競走路において行う。 

第２章 ２５０競走 

 （定義） 

第３条 ２５０競走は、屋内の木製等による走路において、電動アシス

ト自転車又は電動バイクにより競走中の選手の先頭の選手（以下「先

頭走者」という。）の前でペースメーカーとして走行する者（以下

「ペーサー」という。）を助走させた後に選手を発走させ、ペーサー

に選手を第２４条に規定する区間まで誘導させる競走とする。 

（選手紹介の方法） 

第４条 競走に出走する選手は、出場準備を完了して、あらかじめ定め

られた時刻に所定の場所に集合し、審判委員の指示に従い、抽選等に

よりあらかじめ決定された発走位置の並び順（以下「並び順」とい

う。）のとおりに自転車に乗って競走路に入り、競走路を周回しなけ



ればならない。ただし、第１競走の前に行う指定練習を選手紹介とす

るときは、指定練習を公開して実施するものとする。  

 （発走準備） 

第５条 選手は、前条に定める周回が終わった後、発走位置につき、発

走の準備をしなければならない。 

２ 選手は、発走位置においては、並び順のとおりに整列しなければな

らない。 

（助走から発走まで） 

第６条 ペーサーは、バック・ストレッチ側（以下「バック側」とい

う。）パシュートライン（以下「助走開始位置」という。）につき、

審判委員の指示に従い、助走を開始しなければならない。 

２ 選手は、号砲による発走合図を受けると同時に発走しなければなら

ない。 

３ 選手は、第１周回終了時において、スプリンターレーンを並び順の

とおりに走行していなければならない。 

 （発走の合図）  

第７条 審判委員は、発走位置についた選手に対し、口頭により注意を

喚起した後、ペーサーが選手の発走位置に到達する１０メートル前に

近づいたときに号砲により発走の合図をしなければならない。 

 （再発走） 

第８条 審判委員は、選手の発走又は発走から第１周回のバック側パシ

ュートライン以内の地点における競走が適当でないと認めたときは、

号砲、打鐘その他の合図により競走の進行を中止させ、選手を発走位

置に戻らせ、改めて発走させなければならない。 

２ 前項の規定による再発走は、選手の責めに帰することができない場

合を除き、２回を超えてはならない。 

 （競走からの除外） 

第９条 審判委員は、再度不正な発走を行い、又は指示に従わない選手

を、その回の競走から除外することができる。 

（周回の通告） 

第１０条 審判委員は、競走中の選手に対し、毎周最終周回のフィニッ



シュラインまでの残余の周回数を、周回告知板で通告し、先頭走者が

最終周回の前回の第４コーナー付近に到達したとき、打鐘によって最

終周回を通告する。 

 （敢闘の義務） 

第１１条 選手は、暴走、過度のけん制等をしてはならず、勝利を得る

意志をもって全力を尽くして競走しなければならない。 

 （過失走行の禁止） 

第１２条  選手は、過失走行により走行の安全に支障を及ぼすことがな

いよう、細心の注意を払って競走しなければならない。 

 （競走の方向） 

第１３条 競走の方向は、選手の左手が内側になるようにして行う。 

 （内側差込み等の禁止） 

第１４条 選手は、スプリンターラインの内側を前走する選手に対し、

内側への差込み及び内側からの追抜きを行ってはならない。 

 （スプリンターレーン進入の禁止） 

第１５条  選手は、スプリンターレーンを走行する選手と並走する場合

は、スプリンターレーンに入ってはならない。 

 （スプリンターレーン外進出の禁止） 

第１６条  スプリンターレーンを走行する選手は、スプリンターライン

の外側を走行する選手と並走している場合は、スプリンターレーンの

外側へ出てはならない。 

（押圧等の禁止） 

第１７条 選手は、身体又は自転車の全部若しくは一部を用いる方法に

よって、他の選手を押圧し、若しくは押し上げ、又は他の選手と押し

合いを行ってはならない。 

２ 選手は、斜行し、又は蛇行して、他の選手の競走を妨害し、又は自

らの走行の安全に支障を及ぼしてはならない。 

３ 選手は、先行して並走する選手との間に走行の安全に必要な相当の

間隔を保持できる場合でなければ、その間に差し込み、又はその間を

通って追い抜いてはならない。 

 



（ブルーバンド進入の禁止） 

第１８条 選手は、ブルーバンドに入って走行してはならない。 

（競走中の援助の禁止） 

第１９条 選手は、競走中、いかなる方法によっても、他の選手に助力

を与え、若しくは他の選手から助力を受け、又はペースメーカーとな

ってはならない。 

（競走中止の義務） 

第２０条 選手は、競走中、パンクその他自転車の重大な故障により競

走の継続が不可能となったとき、又は落車をしたときは、他の選手を

妨害することなく、直ちにブルーバンドの内側の所定の場所に退避し、

競走を中止しなければならない。ただし、最終周回のホーム・ストレ

ッチ側（以下「ホーム側」という。）パシュートライン到達後におい

て、パンクその他自転車の重大な故障により乗車して競走を継続する

ことが不可能となったとき、又は落車したときは、この限りでない。 

（競走の完了） 

第２１条 選手は、最終周回のホーム側パシュートライン到達後におい

て、パンクその他自転車の重大な故障により乗車して競走を継続する

ことが不可能となったとき、又は落車したときは、他人の援助を受け

ることなく、自転車を携え、えい行し、又は転がして競走を完了する

ことができる。 

２ 最終周回のホーム側パシュートライン到達後における落車により選

手と自転車が離れてフィニッシュラインに到達した場合は、前項の規

定にかかわらず、選手又は自転車のうちいずれか後着した方がフィニ

ッシュラインに到達したときをもって競走の完了とする。 

（着順の決定） 

第２２条 選手の着順は、最終周回のフィニッシュラインに到達した順

位によって決定する。 

（同着） 

第２３条 競走において２人以上の選手が同時に最終周回のフィニッシ

ュラインに到達したときは、これを同着とする。 

 



（誘導の方法） 

第２４条 ペーサーは、最終周回前々回に入る手前のホーム側パシュー

トラインに到達するまで、原則としてスプリンターレーンを走行して、

審判委員があらかじめ指示する走行方法により、選手を誘導しなけれ

ばならない。ただし、誘導中に落車し、又は身体若しくは自転車の故

障その他のやむを得ない理由により誘導することができなくなったと

きは、誘導を中止しなければならない。 

 （ペーサーの数） 

第２５条 １回の競走のペーサーは、１名とする。 

 （退避） 

第２６条 審判委員は、ペーサーが誘導中に次の各号のいずれかに該当

するに至ったときは、ペーサーに対して誘導を中止し、退避するよう

に指示することができる。 

（１）選手に追い越されたとき、又は選手の競走を妨害し、若しくは選

手と接触するおそれその他の選手の競走の安全を阻害するおそれが

あると認められるとき。 

（２）誘導中に落車し、又は身体若しくは自転車の故障等のやむを得な

い理由により誘導することができなくなったとき。 

（３）前各号に掲げるもののほか、選手の競走に支障を来すような状態

となったとき。 

第２７条 ペーサーは、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、

速やかにブルーバンドに入り退避しなければならない。 

（１）第２４条に規定する位置まで選手を誘導したとき。 

（２）第２４条ただし書の規定により誘導を中止したとき。 

（３）前条の規定により審判委員の退避の指示があったとき。    

（不公平な誘導の禁止） 

第２８条 ペーサーは、特定の選手を有利に誘導し、又は選手の競走を

妨害してはならない。 

（ペーサー早期追抜きの禁止） 

第２９条 選手は、ペーサーが第２４条に規定する位置に到達するまで

は、ペーサーを追い抜いてはならない。 



（誘導行為に対する妨害等の禁止） 

第３０条 選手は、誘導中又は退避中のペーサーに対して、妨害行為又

は危険性の高い行為を行ってはならない。 

 （競走の継続） 

第３１条 ペーサーが、次の各号のいずれかに該当する場合は、選手の

みでその競走を継続する。 

（１）第２４条ただし書の規定により誘導を中止したとき。 

（２）第２６条の規定により退避したとき。 

（誘導等の支障） 

第３２条 審判委員は、ペーサーが誘導を開始してから第１周回のバッ

ク側パシュートラインまでにあるときにおいて落車し、又は身体若し

くは電動アシスト自転車若しくは電動バイクに故障を生じたこと等に

よって、その誘導に支障があると認めたときは、号砲、打鐘その他の

合図により、競走の進行を中止させ、選手を発走位置に、ペーサーを

助走開始位置に戻らせ、改めてペーサーを助走させた後に選手を発走

させなければならない。 

２ 審判委員は、ペーサーの助走に支障があると認めたときは、改めて

ペーサーを助走開始位置から助走させなければならない。 

３ 第１項の規定による再発走は、第８条第２項に規定する再発走の回

数には算入しない。 

第３章 失格 

（失格） 

第３３条 選手が次の各号のいずれかに該当したときは、その選手は失

格とする。 

（１）千葉市自転車競走実施規則第５３条の規定に違反したとき。 

（２）第６条第３項、第１１条、第１３条、第１９条から第２１条まで

及び第２９条の規定に違反したとき。 

（３）不正な競走を行い、又はその協定をしたとき。 

（４）競走において周回数を誤認して競走したとき。 

２ 選手が第１２条、第１４条から第１８条まで及び第３０条の規定に

違反したときは、その違反の程度に応じ、その選手に走行注意若しく



は重大走行注意を与え、又はその選手を失格とする。 

３ 選手が次表左欄に掲げる規定に違反した場合において同表右欄に掲

げる免責事由に該当するときは、当該規定に係る本条の規定は適用し

ない。 

規定 免責事由 

第６条第３項 

 

第１４条 

 

 

第１５条 

 

第１６条 

 

第１７条 

 

第１８条 

 

 

第３０条 

他の選手との衝突若しくは接触又は落車した選手を

避けるためその他のやむを得ない事由があること。 

前走する選手の急激な速度低下による追突の危険 

を避けるためその他のやむを得ない事由があるこ

と。 

他の選手との衝突若しくは接触又は落車した選手を

避けるためその他のやむを得ない事由があること。 

他の選手との衝突若しくは接触又は落車した選手を

避けるためその他のやむを得ない事由があること。 

落車した選手を避けるためその他のやむを得ない事

由があること。 

他の選手の妨害行為又は危険行為を受けたことによ

り、衝突又は接触を避けるためその他のやむを得な

い事由があること。 

落車した選手を避けるためその他のやむを得ない事

由があること。 

（失格の宣告） 

第３４条 失格の宣告は、審判委員がこれを行わなければならない。 

２ 失格となった選手は、その着順の資格を失う。 

（着順の繰上げ） 

第３５条 失格となった選手があったときは、審判委員は、当該選手よ

り後に最終周回のフィニッシュラインに到達した選手の着順を順次に

繰り上げる。 

第４章 競走不成立 

 （競走不成立） 

第３６条 競走において次の各号のいずれかに該当する場合は、競走不



成立とする。 

（１）最終周回のフィニッシュラインに到達した選手がいなかったとき。 

（２）競走中、突風、豪雨その他の天災地変により競走の続行が不可能

となったとき。 

（３）競走中、周回通告員が打鐘若しくは周回通告を誤って行ったとき、

又は打鐘若しくは周回通告を行わなかったとき。 

（４）競走中、動物が走路上に現れ、出走選手の走行する進路に重大な

妨害を与えたとき。 

（５）競走中、観客の投石その他の妨害により競走に重大な障害があっ

たとき。 

（６）ペーサーが誘導すべき周回数を誤って誘導したとき、又はペーサ

ーが選手の競走に重大な障害を与えたとき。 

（７）前各号に掲げるもののほか、選手の責めに帰することのできない

理由により競走に重大な支障を生じたとき。 

２ 前項第２号から第７号までに掲げる場合においては、審判委員は競

走を停止することができる。 

第５章 雑則 

（最終周回のフィニッシュライン到達時期の判定） 

第３７条 選手が最終周回のフィニッシュラインに到達した時期は、次

の各号に掲げる瞬間をもって判定する。 

（１）選手と自転車が一体でフィニッシュラインに到達した場合は、車

輪の一端がフィニッシュラインの垂直面に到達した瞬間 

（２）第２１条第１項の規定により選手が自転車に乗らずにフィニッシ

ュラインに到達した場合は、車輪の一端がフィニッシュラインの垂

直面に到達した瞬間 

（３）第２１条第２項の規定により選手と自転車が離れてフィニッシュ

ラインに到達した場合は、選手又は自転車のうちいずれか後着した

方の最前部（自転車にあっては車輪の一端）がフィニッシュライン

の垂直面に到達した瞬間 

   附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 



別表（第２条関係） 

  

備考 各線については塗色により以下のとおり標示する。 

  １ メジャーメントライン（測定線）は、走路が明色である場合は

黒色、暗色である場合は白色で幅５ｃｍとする。フィニッシュラ

インを基準として、５ｍごとに印を１０ｍごとに数字を付す。 

２ ブルーバンドの外縁は、測定線内側２０ｃｍとする。 

３ ブルーバンドは、最小走路幅の１０％とし青色で標示する。 

  ４ スプリンターラインは、測定線外側６０ｃｍから６５ｃｍの間

を赤色で標示する。 

  ５ ステイヤーラインは、競走路の内縁から３分の１から５ｃｍ幅

で青色で標示する。ただし、３分の１が内側から２．５ｍ以下と

なる場合は、２．４５ｍの位置にラインを引く。 

  ６ フィニッシュラインは、測定線に対して直角にブルーバンド内

縁から走路外縁まで７２ｃｍの幅の白色帯の中央に４ｃｍの黒色



で標示する。 

  ７ ホーム側及びバック側パシュートラインは、両直線部のそれぞ

れ中央に競走路の半分だけ測定線に対して直角に４ｃｍの幅を赤

色で標示する。 

  ８ ２００メートルラインは、フィニッシュラインの手前２００ｍ

に競走路の内縁に直角に全幅に渡って幅４ｃｍの白色で標示する。 

  ９ １００メートルラインは、フィニッシュラインの手前１００ｍ

に競走路の内縁に直角に幅４ｃｍの白色で標示する。 

 


