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１．大会日程 

2020 年 3 月 1 日（日）  

受付 8:00 11:00 競技本部・受付テント ● ●

試走 7:30 8:50 コース ●

役員打合せ 7:50 8:00 競技本部前 ●

競技・表彰 9:00 15:00 コース ●

内容 開始 終了 場所

対象者

選手 大会役員

 

スタート ゴール 周回数（距離） 定員

ﾚﾃﾞｨｰｽ （女性） 80名

ﾕｰｽ （中学生以下の男） 80名

ﾊﾞﾝﾋﾞｰﾉ （小学3年生以下） 1周回（1.3km） 80名

ｷｯｽﾞ （小学6年から4年生） 3周回（3.9㎞） 80名

Stage1　（個人TT） 9:00 9:50 2周回（2.6㎞）

Stage2　（ﾃﾝﾎﾟ・ﾚｰｽ） 13:20 14:20 30周回（39.0㎞）

2時間（ﾁｰﾑ） 100ﾁｰﾑ

2時間（ｿﾛ） 100名

（中級者以上の男女） 100名

内容

競技終了次第随時表彰式

耐久ﾚｰｽ （初心者～上級者・男女） 11:00 13:00

ｸﾘﾃﾘｳﾑ

ｽﾃｰｼﾞﾚｰｽ

10:00 10:20 10周回（13.0㎞）

10:30 10:50

2時間ｴﾝﾃﾞｭｰﾛ

 

 

２．受付/ライセンスコントロール 

 ３月１日(日) ８：0０より競技本部・受付テントにて受付（ライセンスコントロ

ール）および、ゼッケン配布を行う。JCF 競技登録者はライセンスを提示すること。 

 

３．ライダーズ（マネージャーズ）ミーティング 

 ３月１日（日）８：３０より競技本部前にて、「ステージレース」のライダーズ

（マネージャーズ）ミーティングを行う。※クリテリウム、耐久レースの参加者は

対象外。出席者はライセンスを携帯すること。JCF 競技者登録以外の者はこの限り

ではない。 

 

４．公式試走 

 公式の試走は当日の 7：30～8：50 のみとする。各競技者またはチームの責任

のもと試走を行うこと。 



- 2 - 

 

５．主要役員 

 オーガナイザー    棟久 明博 

 レース･ディレクター 岡本 順 

 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、上村 泰正、山本 敬、三好 聡 

６．競技規則 / 大会特別規則 

競技規則 

本大会は、UCI 規則【最新版】、JCF 競技規則【最新版】および、大会特別規則に

よって実施する。 

 

大会特別規則 

第 1条 （クリテリウム）  

（1） ローリングスタート方式とする。ニュートラリゼーション（猶予周回）は、

適用しない。落車・機材故障・パンクは選手自身またはチームの責任下で対

応（修理等）し、レースへ復帰すること。 

（2） 周回遅れは失格とはしないが、レースの先頭がフィニッシュした後にフィニ

ッシュラインを通過する競技者は、残り周回を残していても全てフィニッシ

ュとする。 

（3） ユース／レディースのカテゴリーへの小学生の複数エントリーは認めるが、

参加料の割引はしない。 

第 2条 （ステージレース）  

（1） Stage1 は「個人タイムトライアル（TT）」、Stage2 は「テンポ・レース」と

する。 

（2） Stage1 では、タイムトライアル用機材（ＤＨバー等）とエアロヘルメット

の使用を認める。 

（3） 個人タイムトライアルでは、スタートリストに記載されたスタート時刻でス

タートする。30 秒ビハインドでのスタート方式とする。 

（4） チームカーでの追走を認めない。 
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（5） 個人タイムトライアルの順位の 1 位の競技者には 30p、2 位には 29p、3 位

には 28p、4 位には 27p、以降同様にポイントを付与する。26 位以降の順

位の競技者には全て 5p を付与する。 

（6） Stage2 では、30 周回で行うテンポ・レースとして実施する。1 周回完了時

に、電子ベルでの告知をし、2 周回完了以降は毎周回の先頭通過者へ 1p を

付与していき、Stage1 との累積獲得ポイントの多い順にステージレースの

順位を決定する。同ポイントの場合は、テンポ・レースでの最終着順によっ

て順位を決定する。 

（7） テンポ・レースは、ローリングスタート方式とする。ニュートラリゼーショ

ンは、コース全域で１周回のみ認める。ただし、逆走もショートカットも認

めない。コミッセールに申告して認められなければならない。落車・機材故

障・パンクのみ認める。復帰した直後のスプリントでのポイント付与は行わ

ない。最終周回に復帰することは認めない。 

（8） コミッセールが認める大きな集団に 1LAP 追いついた競技者には、20p を付

与する。スプリントにおいて付与されるポイントは、その後方または集団の

前方に与えられる。大きな集団から 1LAP 遅れた競技者は、20p を失う。（-

20p の付与） 

第３条 （耐久レース） 

（1） ソロの部（1 名）、チームの部（2 名～3 名）とする。 

（2） 競技中は、計測用センサーチップを装着して走行すること。 

（3） チームの部での競技者の交代は、コース図に明示するピットでおこなうこと。 

（4） 残り 10 分を切ってからの競技者の交代は認めない。残り 10 分を切った段

階で、ピットはクローズドとする。 

（5） 原則、追い抜く競技者は右側から追い抜くこと。状況によっては、「追い抜き

ます」など声掛けをして安全な追い抜きを心がけること。 

第４条 （共通事項） 

（1） コース試走は、安全に十分配慮し、各競技者及びチーム代表者の責任におい

て行うこと。 
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（2） 受付は出来るだけチーム代表者が取りまとめておこなうこと。 

（3） 使用する車種は、整備されたスポーツタイプのフリー付の自転車であること。

「ステージレース」は、JCF規則に沿った仕様のロードレーサーに限定する。 

（4） 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のチェックすること。事前に参加確認証

等の郵送はしない。 

（5） 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。 

（6） 競技者は、ボディーナンバーは「腰に 2 枚」と「ヘルメットに 2 枚」装着す

ること。 

（7） 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。 

（8） 計測用センサーチップは、競技終了後に競技本部まで必ず返却すること。 

（9） 天候等による大会キャンセル等が発生しても、参加料の返還はなされない。 

 

７．コースレイアウト 

 横断箇所は本部横に設ける。横断する際は役員の指示に従うこと。 

 

・距離 約 1.3km／周  ・高低差 0m  ・幅員 ４ｍ～９ｍ 
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８．会場配置図 
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９．駐車場 

駐車場は、会場配置図を参考にすること。また、山口きらら博記念公園内の駐車

場通路や園路での、自転車での練習走行は禁止とする。駐車場は公園利用者との共

有スペースとなる為、自走でのウォーミングアップはしないこと。特設コース内の

空いたスペース又は、各選手、チームの責任下で交通ルールやマナーを遵守の上、

公道で行うこと。 

 

１０．表彰 

表彰は、競技終了後の準備が終わりしだい順次行う。入賞者は表彰にふさわしい

服装で受けること。(サンダル、サングラスの着用は禁止) 表彰対象は以下の通り

である。 

（1） クリテリウム               １位～３位 賞状、賞品 

（2） ステージレース               １位～３位 賞状、賞品 

（3） 耐久レース（チーム）          １位～３位 賞状、賞品 

（4） 耐久レース（ソロ）           １位～３位 賞状、賞品 

 

１１．救護 

（1） 大会期間中は大会本部に救護所を設置し、午前８時から競技終了まで看護

師が待機する。 

（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、チーム等の関係者が付き添うこと。 

（3） 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。 

（4） 最寄りの二次救急医療は宇部興産中央病院になる。 

    宇部興産中央病院 

     〒755-0151 山口県宇部市大字西岐波 750 番地 

電話番号 0836-51-9980 （夜間休日受付） 
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１２．会場アクセス 

 

 

 

１３．問合せ 

山口県自転車競技連盟 総務企画委員会 

地域密着型サイクルスポーツクラブ （担当：岡本 順） 

【事務局】山口県山口市嘉川４１８８番地 山口県自転車競技連盟内 

TEL：090-7595-7730（岡本） Mail：cycleotaku@yahoo.co.jp 

mailto:cycleotaku@yahoo.co.jp

