
主　　旨

主　　催 JBCF（⼀般社団法⼈全⽇本実業団⾃転⾞競技連盟）
共　　催 OITAサイクルフェス実⾏委員会　⼤分市
主　　管 JBCF（⼀般社団法⼈全⽇本実業団⾃転⾞競技連盟）　⼤分県⾃転⾞競技連盟　⼤分市⾃転⾞競技連盟
後　　援（予定） ⼤分県、⼤分県教育委員会、⼤分市教育委員会、公益財団法⼈⽇本⾃転⾞競技連盟、⼤分合同新聞、NHK⼤分放送局

株式会社⼤分放送、株式会社テレビ⼤分、⼤分朝⽇放送株式会社、株式会社エフエム⼤分、⼤分ケーブルテレコム株式会社
ツアー協賛 株式会社 シマノ　株式会社 パールイズミ　パナソニックサイクルテック 株式会社

⼀般社団法⼈ ⾃転⾞協会　　広友レンティア株式会社　　株式会社⽇本旅⾏
協　　⼒ 株式会社 フィリップス エレクトロニクス ジャパン
協　　⼒（予定） ⼤分中央警察書　⼤分市消防局

1.開催⽇ 2017年10⽉14⽇(⼟)

2.開催地 ⼤分市⾦池南⼀丁目5番1号　いこいの道周辺 (1.1km/周）

3.スケジュール 10⽉13⽇(⾦）　

選手 チーム
代表者 コミッセール

15:00 16:00 ⼤分市駅前ホルトホール201会議室 ● ●

16:00 17:00 ⼤分市駅前ホルトホール201会議室 ●

10⽉14⽇(⼟）　【競技時程】

選手 チーム
代表者

コミッセール

役員集合 7:00 ●
チームアテンダント受付 7:00 7:30 受付テント ●

7:30 8:30 受付テント ● ●
7:30 8:00 競技本部付近 ●

役員ミーティング 8:00 8:20 競技本部付近 ●
試走 8:30 8:55 ●
E3決勝 9:05 9:25 ●
F決勝 9:30 10:00 ●
JPTチームプレゼンテーション 9:40 10:10 ● ●
E2決勝 10:10 10:40 ●
P1予選 10:50 11:50 ●
E1決勝 12:00 12:40 ●
市⺠パレード走⾏ 12:45 13:30 ●
スタートセレモニー 13:40 13:45 ●
P1決勝 13:45 14:30 ●
表彰式 終了後随時 15:30 ●
規制解除 16:00
(1) コース試走は、安全に⼗分に配慮し、各チーム代表者の責任において⾏ってください。
(2) 選手受付は出来るだけチーム代表者が取りまとめて⾏ってください。
(3) チーム代表者は必ずマネージャミーティング（チーム代表者会議）に出席してください。

なお、出席者は各チーム2名までといたします。
※ ⽇曜⽇のレースにも参加する選手は『プレート』『ボディゼッケン』『計測タグ』は同じ物を使用
※ エントリーの⼈数により後⽇時程変更する場合がある。JBCFのWebページで公開するので確認の事。
※ 出走サインは予選、決勝共にスタートの10分前までに⾏うこと。

JPT決勝出走の選手は、市⺠パレード走⾏への参加にご協⼒ください。　その場合、出走サインはパレード前に
⾏ってください。 チームカーを出していただけるチームはパレード後⽅を⼀緒に走⾏お願いします。

※ レーススタート時間、表彰式開始時間は、変更の可能性があるので注意すること。

第４回　JBCF　おおいた　いこいの道クリテリウム
JBCFロードシリーズ

Ｊプロツアー第20戦／Ｊエリートツアー第37戦／Ｊフェミニンツアー第38戦
【⼤会実施要項】

⾃転⾞を愛好する若⼈が、それぞれの分野において⽇頃鍛錬を重ねた技術と能⼒を競い合い、体⼒の向上および健全な精神の滋養
をはかり、⾃転⾞競技を通じて地域社会との交流に寄与することを目的とする。

【Two In One 対象⼤会】

終　了
対象者

場所

マネージャミーティング
（チーム代表者会議）

終　了 場所
対象者

受付/ライセンスコントロール

受付/ライセンスコントロール
チームアテンダント受付
役員集合打合せ

内　　容 開　始

内　　容 開　始
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4.競技内容

5.表　　彰 (1) P1,F 1位〜3位 賞状、賞品（JBCF規定）
(2) E1,2,3 1位〜6位 賞状、賞品（JBCF規定）
※ 出走⼈数が５名以下の場合は、１位のみ表彰とする。
※ ⼊賞対象者は⼤会終了時までに受付にて賞品を受け取ること。受け取り忘れの選手への対応は⼀切しない。

6.⼤会競技規則 2017年版⽇本⾃転⾞競技連盟の競技規則集　JBCF GUIDE 2017-2＜競技編＞⼤会特別規則により運営する
 参加資格、競技⽅法、競技規則詳細、⼤会表彰については、『JCF競技規則集』 　

及び『JBCF GUIDE 2017-2<競技編>』に基づく。必ず、目を通して⼤会に備えること。
『JCF競技規則集』（JCFサイト内） ※最新版を使用する。
http://jcf.or.jp/?page_id=218
※競技規則集（本）の購⼊を希望する⽅はメールにてご連絡ください。
『JBCF GUIDE 2017-2<競技編>』（JBCFサイト内）
http://www.jbcf.or.jp/images/2017/03/JBCF_GUIDE_2017_2.pdf

(1) マスドスタート⽅式のクリテリウムレースとする。
最終周回のフィニッシュライン通過順位により最終順位を決定する。

(2) ボディゼッケンは腰の位置に縦に２枚、背骨を挟んで左右に5cm離して装着すること。
(3) ボディゼッケンを緊急の際に使用するので『JBCF GUIDE  2017-2<競技編>』 1. (12)項を参照のこと。
(4) マネージャミーティング（チーム代表者会議）には必ず出席する事。その際には、出席サインシートに必ずサインをすること。

なお、連絡事項等は監督会議にて発表する。なお、出席者は各チーム2名までとする。
(5) ライセンスコントロール時にサイン済みの今年度のライセンスを提⽰する事、ライセンスが手元に届いていない場合は、

申請書の控えを持参する事、ライセンス・申請書控のコピー及びライセンスのコピーは認めない。
JCF 専用インターネットサイトで継続の申請をした選手は申請時の JCF からの返信メールを『申請の控え』と
するので、印刷して持参すること。返信メールが無い場合は JCF に問い合わせる事。
ただし、今年限りの特別措置とする。
ライセンス不携帯の選手はペナルティを支払う事で参加を認める。

(6) ジュニア、ユースの選手のギア規制は、JCF の競技規則に準ずる。（ジュニア、U17、U15、U13に
該当する選手は各ギア規制に準ずること）

(7) 重量を重くする目的の付加物は認めない。
(8) ナンバープレートと計測タグは⼤会ごとに返却のこと。

持ち帰ってしまった場合は早急に事務局(race@jbcf.or.jp)までメールすること。
(9) スケジュール及び競技内容は変更する場合がある。（参加⼈数による組み分け、予選の有無など）

(10) ⼤会当⽇のコミュニケは受付横に掲⽰する。
(11) 予測できない事故や天候の変化により競技運営が不可能とレースディレクターが判断した場合、

⼤会を中⽌または内容を変更することがある、この場合参加料は返⾦しない。

7.⼤会特別規則 (1) 1周1100mのコースを時計回りに周回する。
(2) 周回遅れは失格とする。失格の宣告は原則としてスタート・フィニッシュ地点で⾏うが、その他の場所においても

 適宜コミッセールの指⽰に従うこと。
(3) 飲⾷料の補給は全クラスタで実施しない。
(4)   ニュートラリゼーション　

・各クラスタのレースにおいて２周回のニュートラリゼーションを認める。
　但し、地上もしくは移動コミッセールにより認定を受けない場合はニュートラリゼーションを認めない。
・適用条件は、「落⾞」「パンク」「⾃転⾞の重要部品の破損」に限られ、その他の理由（変速不良、体調悪化等）
　ではニュートラリゼーションは認めない。
・機材交換はコース上の「ニュートラル・機材ピット」で認める。機材交換はチームで対応する事。

8.ツアーポイント 規定のクリテリウムポイントを付与する。

9.参加料（税込） 男子 6,480円／名
⼥子 3,240円／名
ユース、ジュニア　　3,240円／名

10.申込⽅法 JBCF公式ホームページから申込み（エントリー）を⾏ってください。
http://app.jbcf.info/prg/RaceSelect.php

レース参加料はチーム単位で、事前にお届け出済みの郵貯⼝座から、下記引き落とし⽇に引落しいたします。
なお、期⽇に引落しができなかった場合は、当該⼤会および以降の⼤会に出走いただけない場合もございます。
必ず引落⽇前に⼝座残⾼のご確認をお願いいたします。

クラスタ レースレイティング
（クリテリウム配点） 内容 距離 想定⼈数 勝上り

予選（最⼤２組） 15周=16.5km 70名 35名
決勝 30周=33km 70名

E1 B 決勝 24周=26.4km 70名
E2 C 決勝 15周=16.5km 70名
E3 D 決勝 10周=11.0km 70名
F F 決勝 15周=16.5km 70名

P1 A
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11.申込み締切⽇ 10⽉　1⽇（⽇）　エントリー締切
＆参加料引落⽇ 10⽉ 31⽇（⽕）　レース参加料引落⽇

※レース参加料の返⾦はいたしません。

12.エントリーに関する JBCF 連盟本部 
問い合わせ info@jbcf.or.jp

※問い合わせは、全てEメールとします。（平⽇ 9:00〜17:00）

13.レースに関する JBCF業務部 ⻄⽇本担当
問い合わせ先 race.w@jbcf.or.jp

電話︓080-5621-8597
※電話による問い合せは⽉曜⽇〜⾦曜⽇の9:00〜17:00までとします。

14.宿泊(⼤分市 下記、サイクルフェスツアーデスクへお申込みください
　　　からのご案内） ■JTB九州⼤分支店　

担当:井田・⼤石・加藤・矢野
TEL:097-534-7151/FAX:097-534-9197
E-mail:k_ida699@kys.jtb.jp
営業時間:平⽇9:30~17:30
9⽉中旬以降、下記ホームページからも受付可能です。
https://amarys-jtb.jp/jbcf2017/

（空室状況の都合で必ずしもご希望に添えない場合もございますのでご了承ください。）

15.救急搬送先病院 医療法⼈輝⼼会 ⼤分循環器病院
〒870-0837　⼤分市太平町4組
TEL:097-544-8800
FAX:097-544-5553
※病院で診療する場合は電話で確認してください。
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