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第 9回西日本地域自転車競技オムニアム大会 

大会実施要項 

1. 主 旨 本大会は、2011 年開催の山口国体の自転車競技会の開催会場となった防府競輪場において、西日本地

域の自転車競技の選手層の底辺拡大及び全国レベルの選手の育成を目的とし、オリンピック種目でもある

「オムニアム種目」を実施することで、山口県が推進する「サイクル県やまぐち Project」の取り組みの広報

活動の一助とする。 

2. 主 催 防府市／防府市スポーツ協会／山口県自転車競技連盟 

3. 後 援 山口県／（公財）山口県体育協会 

4. 協 力 （一社）日本競輪選手会山口支部 

5. 主 管 山口県自転車競技連盟 

6. 期 日 ２０２０年 11月８日（日）  （雨天決行） 

7. 会 場 防府市営防府競輪場 周長 333ｍ   （住所：山口県防府市国分寺町 8-2） 

8. 競技種目 実力クラス別オムニアム （3クラス） 

 （1） Aクラス 

スクラッチ・レース 8㎞／テンポ・レース 8㎞／エリミネーション／ポイント・レース 20㎞ 

 （2） Bクラス 

スクラッチ・レース ６㎞／テンポ・レース ６㎞／エリミネーション／ポイント・レース 16㎞ 

 （3） Cクラス 

スクラッチ・レース ４㎞／テンポ・レース ４㎞／エリミネーション／ポイント・レース １０㎞ 

9. 競技規則 ２０２０年（公財）日本自転車競技連盟競技規則および大会特別規則による。 

10. 参加資格 ２０２０年（公財）日本自転車競技連盟及び UCI加盟国で競技者登録を完了した日本国籍を有する男女 

11. 参加人数 （1） 1クラスの最大出走人数は 24名とし、定員 72名とする。 （3クラス×24名） 

（2） 監督は各チームとも 1名とする。 

12. 表 彰 各種目１位～3位に賞状、副賞を授与する。 

13. 参 加 料 競技者 1名あたり 7,000円とする。 

※エントリー確定後に、各チーム宛に請求書を送付する。大会開催までに銀行振込で納入すること。 

14. 参加申込 （1） 申込方法 

チーム毎に、所定の Googleエントリーフォームより申し込むこと。 

（2） エントリーフォーム URL  (QRコード →) 

https://forms.gle/mEoUhiRtUFPh5KWw9 

（3） 申込締切日 

2020年 10月 23日（金） ※定員になり次第、締め切る。 

15. 宿泊・弁当 ツアーデスクを「（一社）防府観光コンベンション協会」に設置するので、各チームで手配・負担すること。 

【宿泊施設】 ホテルルートイン防府駅前、ビジネスホテルみやま、ホテル・サン防府 

16. 日 程 ※エントリー状況によっては、日程を変更する場合がある。 

 11月 7日（土） 

 

 

 

 

11月 8日（日） 

 

ライセンスコントロール 

公式練習 

予選会（中国地域選手権大会） 

※他地域競技者はオープン。 

監督会議（組合せ会議） 

公式練習 

競技開始 

表彰式 

10：00～ 

10：00～ 

12：00～１９：００ 

※常設及び仮設ナイター照明を準備する。 

19：00～ 

6：30～ 

８：30～ 

競技終了後 

17. 連絡事項 （1） 監督（引率責任者）は、競技者の全ての行動について責任をおうものとする。 

（2） 競技者は必ず（公財）日本自転車競技連盟公認ヘルメットを着用すること。 

https://forms.gle/mEoUhiRtUFPh5KWw9
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（3） 競技中の疾病及び負傷については、主催者側で応急処置をするが、そのあとの治療費については

初診料より本人負担となるため、必ず健康保険証等を持参すること。 

（4） 競技中および練習中の事故については、原則として、主催者側はその責任を負わない。また、不可

抗力の事故に対しての賠償責任は認めない。 

（5） 天候等の影響で内容変更をする場合がある。 

（6） 本大会参加にあたって体調管理は各自の責任において行うこと。 

（7） 予定通り開催、無観客で開催、中止を１０月３０日（金）に決定する。ただし、その後の社会情勢によっ

ては、開催の中止もあり得る。 

（8） 開催が中止になった場合は、参加料は返金する。 

（9） 今後、諸事情で運営について変更となる場合があるので、常に山口県自転車競技連盟ウェブサイト

を確認すること。 URL ： https://yamaguchi-cf.com/ 

18. 個人情報取扱 （1） 大会プログラムに掲載される。 

（2） 競技会場内でアナウンス等により紹介される。 

（3） 競技会場外の掲示板等に掲載されることがある。 

（4） 中継または録画で放映されることがある。 

19. 肖 像 権 （1） 主催者より認められた報道機関等が撮影した写真が、新聞・雑誌・報告書及び関連ホームページ等

で公開されることがある。 

（2） 主催者より認められた報道機関等が撮影した映像が、中継または録画で放映されることがある。ま

た、DVD等に編集後、配布されることがある。 

20. 競技結果 （1） 競技結果の貼り出し等は行わない。山口県自転車競技連盟ウェブサイトで公開する。 

（2） 主催者により認められた報道機関等により、新聞・雑誌及び関連ホームページで公開されることが

ある。 

21. 観戦者対応 （1） 観戦者の制限はしないが、できるだけ選手 1名に付き 2名までとする。 

（2） 今後の社会情勢によっては、無観客での開催となる場合もある。 

※ 競輪場の入場に際してマスク着用の上、新しい生活様式を実践のこと。 

22. 感染症予防 （1） 防府競輪場および（公財）日本自転車競技連盟が定めるガイドラインに則り対策を行う。（詳細はテ

クニカルガイドに記載する。） 

（2） 大会に参加するすべての関係者（競技者・監督（引率責任者）・競技役員・観戦者）は大会 2 週間前よ

り検温を実施し記録する。主催者に記録の提出を求められたときは、迅速に応じる。 

（3） 大会終了後、関係者から感染者が発生した場合は、参加者の症状確認および保健所などの聞き取

りに協力する。 

（4） 参加者及び観戦者は、主催者が指定した場所以外には立ち入らないこと。 

（5） 参加競技者は、走行中以外はマスクを着用し、こまめに手洗いアルコール消毒を行う。 

（6） 体調不良・発熱がある者は入場を認めない。 

23. 問合せ先 山口県自転車競技連盟 事務局   （住所 ： 〒754-0897 山口県山口市嘉川 4188番地） 

担当者名 ： 重政（シゲマサ）   MAIL  shige1648sa@gmail.com 

24. そ の 他 （1） ユニフォームは各競技者の登録された所属ジャージとする。 

（2） 参加競技者は、スポーツ傷害保険に加入しておくこと。 

（3） 前日 11 月 7 日（土）は、中国地域自転車競技連盟連合会主催の「2020 年中国地域自転車競技選

手権大会トラック・レース」を実施する。この大会を「予選会」と位置付け、計測した記録（タイム）を基

に本大会のクラス編成（組合せ）を監督会議において決定する。 

「サイクル県やまぐち Project」とは 

「誰もが」「県内各地で」「四季を通じて」 

サイクルスポーツを「快適に」楽しむことができる県 
子どもから大人まで、初心者を含めて、幅広い年齢・レベルの人々が、県内のあらゆる場所で、年間を通じて、サイクリングか

らプロツアーまで様々なジャンルのサイクルスポーツを快適に楽しめる県を目指します。 

 

https://yamaguchi-cf.com/
mailto:shige1648sa@gmail.com


宿泊施設一覧は、別紙を参照ください。 敬具

山口県知事登録旅行業　地域-138号

食 事 条 件

☆行楽シーズンの為、早めにお申込みされることをお勧めいたします。

☆室数に限りがありますので、満室になった場合はご希望の施設でお受け出来ない場合がございます。予めご了承下さい。

1-1お弁当のご案内（募集型企画旅行契約には、該当しません）

提供日　令和2年11月8日（日）　昼食

日替わり弁当お茶無し　1食：400円

※大会会場付近は、食事場所が少なく混雑が予想されます。事前にお申込みされることをお勧めします。

※弁当（昼食）の数量は、3日前から変更できません。

１、申込方法

　 担当　：　山下　龍一

旅行企画・実施：一般社団法人防府観光コンベンション協会　　旅行業務取扱管理者：田村　裕之

４、お支払方法

申込締切日後、ご請求書を郵送にてお送りいたします。　※ホテルへの直接支払はできかねますので予めご了承ください。

請求書に記載の銀行口座に指定された期日までにお振込みをお願いします。　※振込手数料は申込者負担となります。

後日宿泊予約確認書と弁当予約確認書を送付いたします。領収書のご希望の方は記事欄にご記入ください。

５、変更取消について

宿泊キャンセル料

ご宿泊代金

２、お申し込み方法のご案内

拝啓　時下ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。

この度の「西日本オムニアム自転車競技大会」のご出場、心よりお喜び申し上げます。

：防府市内のホテルを選定致しました。（別紙参照）

：料金は消費税・サービス料込のお１人様あたりのシングルルーム利用料金になります。

※禁煙・喫煙のご希望・確約は出来かねますのでご了承ください。

ことになりました。下記内容にてご用意させていただきますので、皆様方のご利用を心よりお待ち申し上げております。

令和2年10月20日（火）17:00まで

宿 泊 日

担当　山下　龍一

： ホテルにて宿泊料金以外（駐車料金等）の追加利用分につきましてはチェックアウトの際にフロントヘお支払い願います。

営業日：月～金曜日/　休業日：土・日・祝日　　営業時間：8:15～17:00

【お申し込み・お問い合せ先】

ください。（※トラブル防止のためお電話での受付はお断りさせて頂きます）

：シングルルーム1名1室利用　部 屋 利 用 人 数

・各チーム単位もしくは個人でお取りまとめの上、別紙「申込書」に必要事項をご記入の上、Ｆａｘ又はメールにてお送り

３、お申込締切日　

〒747-0029　山口県防府市松崎町11-19　

２、申込書送付先　

西日本地域オムニアム自転車競技大会

ＴＥＬ　：　0835-25-2148　/　ＦＡＸ　：　0835-25-4537

（一社）防府観光コンベンション協会

Ｅ－ｍａｉｉ：info@hofu-kan.or.jp

西日本地域オムニアム自転車競技大会　宿泊・弁当のご案内

１、宿泊のご案内(募集型企画旅行契約にて承ります）

：令和2年11月7日（土）1泊

ご 宿 泊 料 金

そ の 他

宿 泊 地

大会が開催されるに当たりまして、宿泊とお弁当の取扱いを（一社）防府観光コンベンション協会にてお手伝いさせていただく

（一社）防府観光コンベンション協会

20% 50% 100%

：1泊2食

当日

※電話でのお申込、ご変更、お取消等はトラブルの原因になりますので、ご遠慮下さい。

なお、お取消しにつきましては下記取消料がかかりますので、予めご了承願います。

お申込後に変更・取消が生じた場合はＦＡＸ・メールにてお早めに担当者までご連絡ください。

2～3日前 当日無連絡



▲

団体名・チーム名

　

※禁煙・喫煙希望に添えない場合があります。

・監督 備考

・コーチ 禁煙希望○印

・選手 喫煙希望×印

　　　小型・中型・大型バス

☆宿泊施設（第三希望までご記入ください。）

第一希望 ホテル記号 ホテル名

第二希望 ホテル記号 ホテル名 11月8日

第三希望 ホテル記号 ホテル名 個 個

*人数の多い場合はこの用紙を複写してお使いください
*トラブル防止の為必ずFAX又はメールにてお申込ください（締切厳守でお願い致します）
*ホテル予約確定は、先着順といたします。

山口
ヤマグチ

　花子
ハナコ

携帯電話

氏
フリ

　名
ガナ

氏　名

住　所 〒　　　　　　　　　E-mail

請求書・ご案内等送付先

引率責任者名 携帯電話

例

年齢

〇

県
名

県

（ふりがな）

性別

女

宿泊日

申込日

11月7日（土）

2

1

4

3

5

6

利用交通機関 JR

　　　　月　　　　日　　　時頃　　　

合計

名 名

普通自動車

西日本地域オムニアム自転車競技大会　　　送付先：Ｆａｘ：0835-25-4537

10

9

弊社受付　利用欄

申
込
責
任
者

連絡先

連絡・取消事項

TEL FAX

到着予定時刻

　　　月　　　　　　日

30

弁当利用日

昼食用弁当個数

選手

7

8

個人情報の取り扱いについて当社は、旅行申し込みの際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お客様との間の連絡の為に利

用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領の

為の手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。【個人情報に関するお問い合わせは一般社団法人防府観光コンベンション協会】



国内募集型企画旅行条件書（要約）

この書面は旅行契約が成立した場合、旅行業法第12条の4による旅行取引条件

説明書面および同法第12条の5による契約書面の一部となります。

ご旅行条件（要約）：お申し込みの際には、必ず旅行条件書（全文）お受け取りいただき、事前に内容をご確認

の上お申し込みください。HPたびたびほうふ参照

●募集型企画旅行契約 この旅行は（一社）防府観光コンベンション協会（防府市松崎町11-19山口県知事登録旅

行業地域-138号以下「当社」という）が企画募集する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型

企画旅行契約（以下「旅行契約」という）を締結することになります。また、旅行条件は下記によるほか、別途

お渡しする旅行条件（全文）、出発前にお渡しする最終日程表と称する確定書面及び当社旅行業約款募集型企画

旅行契約の部によります。●旅行のお申し込み及び契約成立時期（1）所定の申込用紙に所定の事項を記入し、下

記のお申込金を添えてお申し込みください。お申込金は、旅行代金お支払いの際差し引かさせていただきます。

（2）電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申し込みの場合、当社が予約承諾の旨通知した翌日から起

算して3日以内に申込書の提出と申込金の支払いをしていただきます。（3）旅行契約は、当社が契約の締結を承

諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。（4）お申込金（おひとり）は旅行代金全額。●旅行代金

のお支払い 旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって11日目にあたる日より前（お申し込みが間際の場合

は、当社が指定する期日までに）お支払いください。またお客様が当社提携カード会社のカード会員である場合、

お客様の署名なくして旅行代金、取消料、追加諸費用などをお支払いいただく事があります。この場合のカード

利用日は、お客様から申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。●取消料 旅行契約成立後、お客様の

都合で解除される場合は、別紙の金額の取消料として申し受けます。（おひとり分）

●旅行代金に含まれるもの 旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金（注釈がない限りエコノミークラス）、

宿泊代、食事代、コースに明示した観光入場料及び消費税等諸税これらの費用は、お客様の都合により一部利用

されなくても原則として払い戻しいたしません。（コースに含まれない交通費等の諸費用及び個人的費用は含み

ません。）●個人情報の取り扱について（1）当社は、旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情

報について、お客様との間の連絡の為に利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運

送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用さ

せていただきます。（2）当社は、旅行先でのお客様の買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人情報

を土産物店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名及び搭乗される航空便名等に係る個人情報をあ

らかじめ電子的方法で送付することによって提供します。なおこれらの個人情報の提供の停止を希望される場合

は、お申し込み店に出発前までにお申し出ください。●旅行条件・旅行不代金の基準 この旅行条件は2020年4

月1日を基準としております。また、旅行代金は、2020年7月31日現在の有効な運賃、規則を基準として算出して

います。当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引の責任者です。この

旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がございましたら、ご遠慮なく上

記の旅行業務取扱管理者にご相談ください。

《国内旅行傷害保険加入のおすすめ》

安心してご旅行していただくために、お客様ご自身で保険をおかけになるこ

とをお勧めします。

特別保障

●当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意または過失の有無にかからわず、募集型企画旅行約款別紙

特別保障規定に基づき、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来事故により、その身体、生命また

は手荷物上に被った一定の損害について、以下の金額の範囲において、補償金又は、見舞金を支払います。・死

亡保証金：1500万円・入院見舞金：2～20万円・通院見舞金：1～5万円・携行品損害補償金：お客様1名につき～

15万円（但し、補償対象品1個あたり10万円を限度とします。）



【宿泊施設一覧表・お一人様宿泊代金】　
西日本地域オムニアム自転車競技大会

適用期間（宿泊日）：令和元年11月7日（土）

単位：円

最寄駅 宿泊施設名 記号 部屋タイプ 11月7日 記事欄 駐車場

防府駅 ホテルルートイン防府駅前 1 シングル 8,800 ラジウム人工温泉大浴場 貸切バス

食事条件：1泊2食 普通自動車

防府駅みなとぐちから徒歩約3分 有り

防府駅 ビジネスホテルみやま 2 シングル 7,100 普通自動車

食事条件：1泊2食 有り

防府駅てんじんぐちから徒歩約8分

防府駅 ホテル・サン防府 3 シングル 7,000 大浴場有 貸切バス(有料）

食事条件：1泊2食 普通自動車

防府駅てんじんぐちから徒歩約4分 有り

※駐車場は先着順となり満車の場合は、近隣の有料駐車場へのご案内となります。


