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１．大会概要

主催　　山口県自転車競技連盟

運営　　山口県自転車競技連盟 競技運営委員会

後援　　下関市　/　山口県　/　公益財団法人山口県体育協会

協力　　リフレッシュパーク豊浦　/　サイクル県やまぐちプロジェクト

連盟協賛　　山口マツダ(株)　/　水口電装(株)　/　(有)荒川電気工業　/

　　　　　　セオサイクル山口店　/　Global Racing Project　/

　　　　　　ラビットストリート宇部店　/　スチームワークス　/　

　　　　　　(株)ヒロシゲ　/　日出男商会　/　(有)アノサイクル　/

　　　　　　サイクルピット２４０

特別協賛　　(株)シマノ　/　川棚温泉まちづくり(株)　/　大村産業建設(株)　/　　

(株)ウエイブワン

大会期日　　2020 年 12 月 13 日（日）

大会場所　　リフレッシュパーク豊浦　住所：山口県下関市豊浦町大字川棚 2035-9

２．大会日程

２０２０年１２月１３日（日）

内容 開始 終了 場所 対象

選手 チームマネー

ジャー

コミッセール 大会役員

役員受付 7:30 8:00 リフレッシュパーク

豊浦入口

● ●

受付/ライセンス

コントロール

8:00 - リフレッシュパーク

豊浦入口

● ● ●

コース試走 8:00 8:50 特設コース ●

ライダーズ

ミーティング

8:50 9:00 表彰台付近 ● ● ●

CK1、CK2、CK3 9:20 9:30 特設コース ●

CM2+3、CL2+3、

U15、U17

10:00 10:30 特設コース ●

C3+4 11:00 11:30 特設コース ●

ライダーズ

ミーティング

11:40 11:50 表彰台付近 ● ● ●

コース試走 11:50 12:20 特設コース ●

C2、CM1、CJ

、CL1

12:30 13:10 特設コース ●

C1 13:40 14:40 特設コース ●

• 30 分クラスの出走人数が 50 名を超えた場合、タイムスケジュールを大幅に変更

することがある。



• C2 参加者が 10 名未満の場合は、C1 も同時出走となることがある。

• 当日の天候や交通事情によりスケジュールが変更になることがある。変更がある場

合にはコミュニケにて発表する。

• 試走は当日のみとし、出走選手は必ず試走をすること。

• 受付は８：００からレーススタート２０分前までに済ませること。

３．受付/ライセンスコントロール

1. リフレッシュパーク豊浦入口にて受付/ライセンスコントロール、ボディナンバー

の配布を行う。

2. 各カテゴリーのスタート 20 分前までにライセンスコントロールを済ませてゼボ

ディナンバーを受け取ること。

3. ボディーナンバーは、腰（中央）、両袖（正面向）の３か所とする。

4. C １、C ２、CL １、CM １、CJ クラス出走の競技者は JCF競技者ライセンスを

持参してライセンスコントロールを受けること。

5. ボディナンバーは返却とし、未返却の場合は再発行実費を請求する。

6. 競技者ライセンスコントロールは当日のみとする。

7. C １、C ２、CL １、CM １、CJ クラスの競技においてピットサポーターとして

ピット・エリアを使用するチームスタッフはチーム・アテンダントに必要なライ

センスを持参してライセンスコントロールを受けること。

　　　チーム・アテンダントに必要なライセンスは下記の通りである。

    • JCFチーム・アテンダントライセンス

    • 日本スポーツ協会自転車競技公認各級コーチ 登録証

    • 日本スポーツ協会自転車競技各級指導員 登録証

    • UCIの認めるコーチ有資格証

    • JCF審判ライセンス

４．ライダーズミーティング

　8：50　～　 9：00　CK1、CK2、CK3、CM2＋3、CL2＋３、

U15、U17、C3＋4 対象

１１：40　～　１１：50　 C1、C2、CM1、CJ、CL1 対象

1. 表彰エリア付近でライダーズミーティングを実施する。各チーム１名参加とする。

2. 参加者はライセンスを携帯すること。



５．大会役員

テクニカルデレゲート 森岡　智之

チーフコミッセール 白上　浩之

コミッセールパネル 白上　浩之、山本　敬、多田野　和輝

氏名 ポジション コミッセールパネルメンバー

　森岡 智之 　TD・総務・通告

　白上 浩之 　PCP・スターター 〇

　山本 敬 　セクレタリ・計測 〇

　多田野 和輝 　フィニッシュ 〇

　畑野 泰男 　フィニッシュ

　野村 綾音 　フィニッシュ

　真崎　喜子 　フィニッシュ

　河村 茂夫 　ラップ・ベル

　重政 貞男 　計測

　田谷 善治 　検車・招集

　岩藤 司朗 　PIT

　岡本 順 　コースマーシャル

　光井 建紀 　コースマーシャル

　野村 正博 　コースマーシャル

　岡本 杏子 　受付

　市川 寿美 　受付

　吉次 圭佑 　受付・救護

６．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　使用自転車

1. C1、C2、CJ、CL1、CM1 については、競技規則に則ったシクロクロスバイク

で出走すること。（※　MTBでの出走は不可）

2.  CL2以下・CM2以下についてはシクロクロスバイクでの出走を強く推奨とする。

※スタート時の安全確保の点から、MTBなどフラットバータイプの車両はスター

ト位置を後方とする。

3. CK クラスにおいては補助輪付きの自転車で出走することは認めない。



第２条　タイヤ幅

　JCF登録必須のカテゴリーについては、シクロクロス競技におけるタイヤ幅は実測

33mmを超えないこと。

第３条　ヘルメット

　JCF登録必須のカテゴリーについては、JCF公認シールのついた自転車用ヘルメット

を着用すること。他のカテゴリーについても同等の安全性の自転車用ヘルメットを着用す

ること。また、強く衝撃を受けたものは使用出来ない。

第４条　ユニフォーム

　ユニフォームは、JCF登録必須のカテゴリーにおいては、JCF競技規則に基づくもの

を正しく着用のこと。他のカテゴリーについても、所属チームのものか無地のものが望ま

しい。

第 5条　競技者の装備

1. アームウォーマー、レッグウォーマーは着用可とする。ノースリーブおよびコン

プレッションタイプの衣類は認めない。

2. グローブは、必ず着用すること。

第６条　競技日程の変更、中止判断

1. 競技内容は、参加人数や天候等を勘案し運営上都合により変更することがある。

重要な変更は、山口シクロクロス Facebookページ及びコミュニケボードにて

発表する。事前の決定事項は、大会WEBページにて周知する。各競技者及び

チーム関係者で確認すること。

2.  天候の急変・重大事故が発生した場合等、競技続行不可能と主催者及びコミッ

セールパネルが判断した場合は、競技中、競技前に関わらず競技を中止にする

ことがある。

3. 競技会開催にあたり山口県及び開催地である下関市の新型コロナウィルス感染

症に関するイベント実施の判断基準により開催の可否を判断する。

また、山口県知事及び下関市長からの要請等に基づき、感染リスクへの対応が

整わない場合は中止する。

4. いかなる場合でも、参加費の返却は行わない。

第 7条　救急処置

1. 競技中における負傷疾病等については、大会救護所において応急処置は行う。

それ以降の治療に関しては参加者の責任とする。健康保険証を必ず持参する事。

2. 大会期間中は救護所をライセンスコントロール周辺に設置し、午前８時から競

技終了まで看護師が待機する。



3. 事故等により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。

4. 最寄りの二次救急医療は、以下

山口県済生会下関総合病院

　〒759-6603 山口県下関市安岡町 8-5-1

電話番号 083-262-2300 　FAX 083-262-2301

リンク先Google マップ

第 8条　コース試走

1. 試走はライセンスコントロールを済ませ、ボディナンバーを着用した競技者の

みが所定の時間内のみに行える。

2. 試走時は、各競技者で十分に注意して走行すること。

第 9条　機材ピット・エリア

1. 主催者の用意する高圧洗浄機１台を設置する。

2. 出入りについては、チーム関係者はライセンスを携行し配布されたADカード

を掲示すること。

3. コミッセールより指示された場合は、その指示に従うこと。

4. レース中、自分のピットサポーターがいる機材ピット・エリア以外での機材の

交換、物品の投棄はペナルティー対象となる。

5. 機材ピット・エリア使用後は、交換した機材や部品等は必ずピットサポーター

が持ち帰ること。

第 10条　機材の洗浄

1. レース終了後の機材の洗浄については、機材ピット・エリアでの洗車を認めな

い。

2. 機材の洗浄については、ピット・エリア外に指定の洗車場所を用意する。なお、

公園利用者への水、泥の飛散及び公園施設の破損について十分に注意する事。



第 11条　温水設備

　大会会場(公園内)に温水シャワーが無いため参加者には近隣の温泉施設を無料で利用で

きる。

※利用できる温泉施設は、以下のとおり。

リンク先Google マップ

リンク先Google マップ

第 12条　召集エリア

　招集エリアはスタート 20 分前に解放する。競技者はスタート 10 分前にコールアップ

してスタートグリッドに並ぶこと。招集に遅れた場合は最後尾からのスタートとする。

川棚温泉 ぴーすふる青竜泉

下関市豊浦町川棚 5159-2
TEL:083-772-0047

入浴時間： 10:00～ 20:00

　旅館小天狗

下関市豊浦町川棚 5153
TEL:083-772-0215

入浴時間： 12:00～ 18:00

川棚グランドホテルお多福

下関市豊浦町川棚 4912-1
TEL:083-774-1111

入浴時間： 8:00～ 16:00

玉椿旅館
下関市豊浦町川棚 5132
TEL:083-772-0005

入浴時間： 11:00～ 15:00



第 13条　コース横断箇所

　コース横断箇所を設置する。レース中は、コースマーシャルの指示に従い横断すること。

第 14条　計測・周回数

1. 80％ルールについては全カテゴリーで適用しない。

2. 各カテゴリーの周回遅れは、先頭がフィニッシュ後には新たに周回に入ること

が出来ない、その場合着順は周回数差によって表記され、DNF扱いにしない。

3. 周回数は先頭のラップタイムを元に競技会実施中に発表する。残り周回数は表

示されるラップカウンターを見て各自で確認すること。 

第 15条　AJOCC認定レース

1. 本レース以外のAJOCC認定レースにおいて今シーズン通常カテゴリーで参加

し競技者は、マスターズクラスでの参加はできない。

2. エントリー受付後にAJOCC カテゴリーの昇格があった競技者は、最新のカテ

ゴリーに変更して出走とする。

第 16条　表彰

1. 各カテゴリーの１位から３位を表彰する。

2. ２０２０－２０２１シーズンは表彰式を設けない。

第 17条　AD（アクレディテーション）カード

　競技者、ピットサポーター、大会役員、スタッフ、メディアの資格者証を発行する。

1. 競技者ADカードはリフレッシュパーク豊浦入口のライセンスコントロールに

て発行する。発行を受けた競技者の入園料は、山口県自転車競技連盟が負担す

る。

2. ADカードの発行を受けない同行者、通常入園者、観戦者については、公園の管

理棟において入園料金を支払い通常入園方法にて入園する。　　　　　　　　

（大人 2 １ 0円　小中学生100円　乳幼児無料）

3.  ADカードの発行を受けた者については、レース終了後、入場ゲート前にて返

却すること。

4. 機材ピット・エリア（ピットサポーター）のADカードについてはライセンス

コントロールにおいて　カテゴリーの違いに関係なく１チーム２名までを配布

する。

C １、C ２、CL １、CM １、CJ クラスの競技においては、ピット・エリアへの立ち入り

にはチーム・アテンダントライセンス、または同等のライセンスが必要となる。ADカー

ド取得の際はライセンスコントロールにて有効なライセンスを提示すること。そのほかの

レースにおいては、ライセンスの所持が望ましい。

対象のレースが終了後に本部へ返却すること。



第 18条　大会関係者の遵守義務

1. 公園内のバラ園、大花壇、遊具広場に通じる園内道路は自転車乗車禁止とする。

自転車から降りて、押して歩いて通行すること。

2. 競技中の競技者は、無線および映像の通信利用を禁ずる。

3. 競技者及びチーム関係者は、大会役員・係員等の指示に従うこと。

4. 大会会場内は火気厳禁、禁煙とする。

5. 各自で出したゴミは、必ず持ち帰ること。

6. 飲酒による出走、ピットサポートを禁ずる。

7. 大会開催中における画像・映像・音声等、参加者は肖像権等が、主催者にある

事を承諾したものとする。

8. 大会会場周辺の公道での競技用自転車での走行は、道路交通法を順守すること。

9. 大会会場における盗難・傷害等の事故・事件等は各自の責任とする。

第 19条　ペナルティ

　コミッセールパネルの裁定により、UCI 及び JCFペナルティーリストが準用される。 

第２０条　異議申し立て

　コミッセールパネルの決定が最終であり、異議申し立てをすることはできない。



7．新型コロナウイルス感染症対策について

ご来場者へのお願い

　2020-2021 シーズンは、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため新しい生活様式

での開催となり、新たにご来場者全員にお願いすることがあります。下記の注意事項をよ

くお読みになり、ご理解の上ご来場いただきますようお願い申し上げます。

1. ご来場の前に朝、必ず家を出る前に来場者全員の体温測定を行なってください。

2. 来場者ご本人に、協議会開催 2週間前以降から当日までに、発熱、咳、のどの痛み

や倦怠感、息苦しさ、味覚や嗅覚の異常など、新型コロナウイルス感染症が疑われ

る症状がある場合ご来場を中止してください。

3. 本人または同居の家族や勤務先の同僚など日常的に身近に接する人が、レース 2週

間前以降当日までに、 新型コロナウイルス感染症の陽性判定を受けている場合ご

来場を中止してください。

4. 本人または同居の家族や勤務先の同僚など日常的に身近に接する人が、競技会開催

当日に、新型コロナ　　ウィルス感染症の濃厚接触者として、保健所より自宅等で

の経過観察の指示を受けている場合にはご来場を中止してください。

5. 本人または同居の家族や勤務先の同僚など日常的に身近に接する人が、新型コロナ

ウイルス感染症が拡大しているとされる国、地域（入管法に基づく「入国拒否対象

地域」）から帰国して 2週間以内である場合にはご来場を中止してください。

カテゴリープロテクト制度について

　医療・介護の職に就かれていたり、同居の家族に高齢者がいるなど、様々な理由で今

シーズン(2020-2021)の   出場を断念する方がおられると思います。その場合、今シー

ズン(2020-2021)に限り、出場が無くてもAJOCC カテゴリーの降格対象にならない

特別制度を利用することができます。詳しくはAJOCC の案内をご覧ください。

ご来場時間について

　試走時の混雑を避けるため、原則として昼の試走以降のレースの選手は、昼の試走時間

のみ利用するようにしてください。

昼からの競技会出場選手は、10:30ごろを目安にできる限り遅くご来場ください。

会場では可能な限りマスクを着用してください。招集時や各種目の競技終了直後などマス

クを着用していないときは、努めて会話を減らすようにし、こまめに手を洗うか、消毒し

てください。

　観戦については一律に禁止するものではありませんが、コースとの間隔を充分に空けて

ください。また、マスクを着用していても常に他者との距離を維持してください。

特に、大声を出すことは他者への感染のリスクを非常に高める行為とされています。ご注

意ください。



　新型コロナウイルス感染症は、発症2 日前から強い感染力があるとされています。体温

が平熱で体調が万全であっても、自分が感染者かもしれないという前提のもと、抑制され

た行動をとるようお願い申し上げます。

新型コロナウィルス感染拡大防止に掛かる来場者登録

　競技会にエントリーしている選手及び同行者、競技役員の方が、選手のサポートや送迎

などで、競技会当日に会場に来られる場合には、大会 2週間前以降当日までに、必ず専用

フォームで連絡先、体温計測等についてご登録ください。

　同行する未成年の方が、家族と共に来場する場合は、記入する必要はありません。

専用フォームには、毎回1つの競技会場につき1 人ずつ入力してください

選手・同行者用QR コード

審判・役員用QR コード

その他

　リザルトの掲示は行ないません。速報値を Facebook山口シクロクロス公式アカウン

トでお知らせし、正式リザルトは、　山口県自転車競技連盟公式ホームページでご確認く

ださい。

　表彰式は行ないません。入賞賞品も控えさせていただきます。

ご自身のレースが終わりましたら、なるべくすみやかにご帰宅ください。



8．コース図

CK1-CK3 以外 2.1ｋｍ

　

CK1-CK3　約1.1ｋｍ



9．大会役員駐車場

役員用の駐車場は競技中の出入りができない。

役員は試走開始の８：００までに入場のこと。それ以降は一般駐車場を利用すること。

10．簡易テント等設置に係る注意事項

コース内外及び芝生エリアは、主催者の許可したテント等以外は、コース管理上、イベン

ト管理上設置不可です。

ただし、公園内敷地（別紙の黄色で塗られた乗車禁止エリア）に関しては通常公園使用上

のルールに従って使用いただけます。簡易テント等設置の際には、風雨等の対策を十分に

され設置してください。

なお、施設内外での事件、事故、盗難、破損等が生じた場合には山口県自転車競技連盟及

び下関市、リフレッシュパーク豊浦（以下（主催者等）という。）は、一切の責任を負い

ません。

その他注意事項については、以下のとおり。

1. 火気による芝や草木を燃やす行為は厳禁です。

2. 燃焼中の炭や燃料を芝生上に落とすことは厳禁です。

3. 簡易テント等設置に起因する事件事故と判断できる行為により他の方を負傷させた

場合、応急処置は致しますが、主催者等はその負傷及びその後の措置について一切

責任を負いません。



4. 係員の指示に従われない方､また､他の方の迷惑になる行為を行った方は、強制的に

撤去して頂きます。

5. エリアによっては、使用可能なエリアを指定、若しくは係員より移動・撤去をお願

いする場合があります。

6. ゴミは各自お持ち帰りください。

7. 会場内の映像、写真が公開されることがありますので、あらかじめご了承ください。

8. 会場内での主催者等の許可のない販売・興業行為等は禁止致します。

9. 会場内への花火等の火薬類、その他法律で禁止されている物の持ち込みを禁止致し

ます。

10. 主催者等が運営などに支障をきたすと判断した場合、その告知時期・方法に

関わらず運営上のルールを変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

11. 次のものは、事故や他の来場者の迷惑になるおそれがありますので、園内へ

の持ち込みはできません（お預かりすることもできません）。

① ペット

② ローラースケート

③ インラインスケート（ローラーブレード）

④ スケートボード

⑤ キックボード

11.メディア用AD発行における注意事項

1. 撮影区域での撮影時は、ビブスとADカードを視認できるところに身に付けてくだ

さい。 

2. 撮影区域が指定されている場合は、その区域で撮影してください。 撮影位置につ

きましては、大会・競技役員の指示に必ず従ってください。 

3. 撮影区域が指定されていない場合は、大会・競技運営に支障のない範囲で撮影 し

てください。ただし、大会・競技役員から撮影場所の移動等、指示があった場合 

は速やかに指示に従ってください。 

4. フラッシュライト、ストロボ、バッテリーライトを使用した撮影は禁止します。 

5. 映像撮影をする方は、コード類が競技エリアに侵入しないように注意してください。

6. 下記の場所は、入場、撮影が一切禁止となります。

• 大会役員・競技役員室 

• 競技者更衣室

• その他入場が禁止される区域

7. ビブス及びADカードは、取材終了後はご返却ください。 

8. 控室等は、用意しておりません。



12.大会事務局

山口県自転車競技連盟 競技運営委員会内 山口シクロクロス大会事務局 

〒754-0897 山口県山口市嘉川 4188番地　（担当：重政）

E-MAIL： shige1648sa@gmail.com 

※問い合わせはメールにて行うこと

　　【大会当日連絡先：080-6327-9036】


