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ツール・ド・しものせき エキシビジョン・クリテリウム 2019 

テクニカルガイド 

 

Version on 10th JUN.2019 

 

主催  山口県自転車競技連盟 

共催  ツール・ド・しものせき実行委員会 

後援  山口県  下関市  公益財団法人山口県体育協会  
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１ 主要競技役員（コミッセール） 

 オーガナイザー      森岡 智之 

 レース・ディレクター   棟久 明博 

チーフ・コミッセール   光井 建紀 

 コミッセール・パネル   光井 建紀 、 白上 浩之 、 白川 巧 

 

２ スケジュール 

６月１5 日（土）

受付 9:00 12:00 競技本部・受付テント ● ●

試走 9:00 9:50 コース ●

役員打合せ 8:30 9:00 競技本部前 ●

競技 10:00 14:00 コース ●

開始 終了 場所

対象者

選　手 大会役員

カテゴリー スタート 最終ゴール 周回数（距離） 人数

マスターズ(40歳以上の経験者） 10:00 10:20 15周（12㎞） 5名

ユース（中学生以下の男子） 13名

レディース（女性） 2名

エリート（2000年以前生まれの男女） 12名

ジュニア（2001年以後生まれの男女） 4名

バンビーノ（小学3年生以下） 5周（4㎞） 18名

キッズ（小学6年生から4年生） 10周（8㎞） 22名

スポーツ（小学生以上の初心者） 12:30 12:50 15周（12㎞） 33名

１時間サイクルマラソン（中学生以上） 13:00 14:00 1時間で走れるだけ 15名

表彰式 競技終了次第随時

10:25 10:50 10周（8㎞）

12:10 12:30

10:55 11:55 50周（40㎞）

 

3 競技本部・コース 

競技本部 ： 山口県下関市大字冨任字小迫 下関北運動公園 S/F 地点 

コース  ： 下関北運動公園 園路特設コース（１周800m） 
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4 特別規則・競技内容 

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。 

（1）ローリングスタート方式のクリテリウムとする。 

（2）原則として周回遅れは失格とする。数名の周回アップはアドバンテージを認める。 

《周回遅れの判定》先行広報車両に追い抜かれた選手 

（3）機材の補給については、Ｓ／Ｆ地点のコミセールの指示のもと行う。 

（4）飲食料の補給は、認めない。 

（5）サイクルマラソンを除くレースにおいて2 周のニュートラリゼーションを認める。 

（6）機材交換はチームでのサポートで対応すること。対応遅れで規程の周回内に事故発生位置に復帰が不

可能であったときにはレースを続行することはできない。残り 1 周回での事故の場合は事故時に位置して

いた集団の最後尾の順位を付与する。 

（7） 各カテゴリーのスタートリストは、山口県自転車競技連盟のホームページで発表するので、選手や

チーム代表者はホームページで確認すること。 

（8）出走サインは全てのカテゴリーで記入のこと。 

（9）山口県自転車競技連盟のホームページにイベント全体の情報を公開するので参考とすること。 

（10）各カテゴリーの選手は、ボディーナンバーは腰の位置に 2 枚、背骨を挟んで左右に 5cm 離して装

着すること。 

（11）競技中の事故は主催者で応急処置を行うが、その後の処置については一切の責任を負わない。 
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5 ライセンスコントロール（受付） 

 場所 ： 競技本部・受付テント 

  日時 ： 2019 年6 月15 日（土） 9：00～12：00 

 

6 ライダーズミーティング 

 場所 ： 競技本部前 

 日時 ： 各カテゴリーのスタート前 

 

7 コミッセールミーティング 

 場所 ： 競技本部前 

 日時 ： 2019 年6 月15 日（土） 8：30～9：00 

 

8 セレモニー 

  ９カテゴリー各１～3 位表彰式    15 日（土） 競技終了次第随時 特設ポディウム 

※ 表彰は、競技終了後、随時行う。入賞者は登録されたジャージで出席のこと。（サンダル禁止） 

 

9 救護 

(1) 大会期間中は救護所を設置し、競技終了まで看護師が待機する。 

救護所開設時間 ： 15 日（土） 7:30～16:00   ※ 看護師が待機 

(2) 救護所では応急手当を行うが、医療機関での治療が必要な場合は救急車等で搬送する。 

   緊急搬送時は、監督等チーム関係者が付き添うこと。 

(2) 医療機関での治療は自己負担となるので、必ず健康保険証を持参すること。 
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10 会場・コース 

●コース MAP 

 

●会場アクセス 
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11 会場使用について 

(1) 貴重品等は、チームで責任を持って管理すること。 

(2) 大会期間中の自転車の保管については、各チームで管理保管を行うこと。 

(3) 女子の更衣については、主催者で女子更衣室を用意する。 

(4) 各自で出したゴミは、持ち帰り処分すること。 

 

12 試走（練習）について 

(1) コースの下見について 

宿舎と会場間の移動及びロード練習、コース下見では、常に交通規則を遵守するとともにヘルメット

着用を義務付ける。監督、コーチは責任をもって指導するとこ。また、下見中の事故等は当事者同士

で解決すること。 

(2) コース下見中、レース中のゴミの投げ捨ては厳禁とする。 

(3)  試走時間について 

    14 日（金） 公式の試走時間はない。 

    15 日（土） 9：00～9：50 

 

13 昼食弁当 

   1. 選手・監督の昼食については、各チームで準備すること。 

   2. 競技役員（コミッセール）の昼食は、主催者で準備する。 

 

14 荷物の輸送について 

 大会本部で荷物を預かることはしない。 

 

 



- 7 - 

15 駐車場 

(1) 駐車場内で事故または盗難が発生しても、主催者では責任を負わない。 

(2) 選手・監督及び、関係者駐車場については、駐車場案内図を参照すること。 

 

※ 駐車場の誘導係は配置しない。各チームの責任下で駐車すること。 
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16 取 材 

（1） 「ツール・ド・しものせき エキシビジョン・クリテリウム」に関する取材は、以下を窓口とする。 

山口県自転車競技連盟事務局（担当：棟久） 

TEL：090-5374-8498  FAX：083-989-2773 

（2） 「ツール・ド・しものせき」に関する取材は、以下を窓口とする。 

ツール・ド・しものせき実行委員会 事務局 

TEL：083-231-2729   FAX：086-231-2746 

 

 

17 問合せ先 

  山口県自転車競技連盟事務局 （担当：棟久） 

    〒754-0839 山口県山口市嘉川4188 番地 棟久方 

    TEL：090-5374-8498 FAX：083-989-2773 

    MAIL：yamaguchi98_cf@yahoo.co.jp 

 

Special Thanks !! 

 

yamaguchi98_cf@yahoo.co.jp

