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実施要項 
1. 主 旨 本大会は、中国地域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、中国５県の 

競技者による地域別選手権大会として実施する。 

2. 主 催 中国自転車競技連盟連合会／広島県自転車競技連盟／（公財）日本自転車競技連盟 

3. 後 援 防府市スポーツ協会（予定）／公益財団法人山口県体育協会（予定） 

4. 主 管 山口県自転車競技連盟 

5.  期 日 ２０２０年 11 月 13 日（土）・14 日（日） （雨天決行） 

6. 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） 

7. 競技種目 男子 

（1） １ｋｍタイムトライアル       (KM）      

（2） スプリント             (SP) 

（3） ケイリン                          (KR)  

（4） インディヴィデュアル・パーシュート（３㎞／４㎞） 

（5） ４ｋｍ チーム・パーシュート       （４㎞ＴＰ） 

（6） チーム・スプリント            （ＴＳＰ）              

女子 

（1） ５００ｍタイムトライアル        (FTT)    

（2） スプリント             (FSP)    

（3） ケイリン              (FKR)                                                     

（4） インディヴィデュアル・パーシュート（２㎞／３㎞） 

（5） チーム・スプリント            (FTSP)     

各県４名程度 

各県３名程度 
            各県３名程度 

(IP)    各県それぞれ２名程度 

      各県１チーム程度 

      各県１チーム程度 

 
      各県３名程度 

      各県２名程度 

各県１名程度 

（IP）    各県それぞれ２名程度 

             各県１チーム程度

8. 競技規則 ２０２１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。 

9. 参加資格 中国地域各県在住者及び在籍者で、２０２１年（公財）日本自転車競技連盟登録競技者 

10. 参加人数 （1） 各県最大１２名まで。 

（2） 1 名 ２ 種目まで認める。但し４ｋｍ・ＴＰ、チームス・プリントはこの数に含まない。 

（3） 監督は各県とも 1 名とする。 

11. 表 彰 各種目１位～3 位に賞状を授与する。  

12. 参  加 料 参加競技者は無料とする。また、各県分担金として 15,000 円／県とし、別途納入のこと。 

13. 参加申込 （1） 申込方法 

各県自転車競技連盟事務局を通じて、所定の Google エントリーフォームより申し込むこと。 

エントリーフォーム URL  

https://forms.gle/RvMsWUzYDdtoeETU8 
（2） 申込締切日 

2021 年 10 月 29日（金） 

14. 宿泊・弁当 宿泊・弁当の斡旋は行わない。各自で手配すること。なお、参考に会場より最寄りの宿泊施設は以下で     

ある。 

【宿泊施設】防府市サイクリングターミナル  

〒７４７－００６１ 山口県防府市大字東佐波令２８８６ 

電話・FAX ０８３５－３８－４４８８ 

Mail    cyclyado@c-able.ne.jp 

15. 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 13 日（土） ライセンスコントロール ８：３０～ 

 開会式/監督会議 ９：００～ 

 競技開始 １０：００～ 

 競技終了 １７：１０～ 

 表彰式 １７：３０～ 

  ※常設及び仮設ナイター照明を準備する。 

11 月 14 日（日） 競技開始 ９：２０～ 

 競技終了 １３：３０～ 

 表彰式／閉会式 １５：２０～ 

https://forms.gle/RvMsWUzYDdtoeETU8
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16. 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。 

（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、中止を１１月７日（日）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でも、分担金 15,000 円は主催者から各県へ請求する。その場合、大会プロ

グラム、ゼッケン等を送付する。 

（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/ 

17. 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。 

18. 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。 

19. 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。 

20. 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） 大会関係者は主催者が発行するAD カードを必携するこ と。 

（3） 大会主催者から各連盟事務局あてに新型コロナウイルス抗原検査キットを送付するので、大会

前日に各自で検査し、陰性であることを確認すること。また陰性である記録（写真等）を撮り

２週間程度保管すること。陽性の場合は各自でPCR検査を受けること。 

（4） 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）は大会 2 週間前よ

り検温を実施し、記録したものを受付時に大会主催者へ提出する。 

（5） 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。 

（6） 参加者は、主催者が指定した場所以外には立ち入らないこと。 

（7） 参加競技者は、走行中以外（ウォーミングアップ時も含めて）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。 

（8） 体調不良・発熱がある者は入場を認めない。 

（9） 会場の利用の際、選手控室など各チームで譲り合いソーシャル・ディスタンス保って利用 するこ

と。各自で出したゴミは必ず持ち帰ること。会場の備品等は触らないこと。 

21. 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 ：白川（白川） MAIL takumi0121oita@yahoo.co.jp 
22. 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） 翌日 11 月 14 日（日）は、防府市主催の「山口国体開催記念フェスティバル 第 １０ 回西日本地域

自転車競技オムニアム大会」を実施する。 

この大会はＪＫＡ公益補助事業として競輪の補助金を受けて実施しております。 

https://yamaguchi-cf.com/

