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●大会実施概要 

１．名称  …第 1 回 JBCF 群馬 CSC オータムロードレース<高木秀彰メモリアル> 

２．主催  …JBCF（一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟） 

３．主管  …JBCF（一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟） 

４．後援  …みなかみ町教育委員会 みなかみ町 群馬県自転車競技連盟 

５．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 

株式会社スポーツ IT ソリューション 

６．協力  …株式会社フィリップス・ジャパン  

 

７．スケジュール  
9月30日(日）

選手
チーム

代表者
コミッセール

5:30 ●

6:00 ● ●

6:30 8:00 ● ●
○

※担当者

6:30 7:00 ●
○

※担当者

6:30 7:45 ●

7:10 7:30 ●
○

※パネル

E3： 5周回=30km 8:00 8:50 ● ●

E2： 7周回=42km 9:00 10:10 ● ●

E1：10周回=60km 10:15 11:55 ● ●

10:00 10:45 ●
○

※担当者

11:00 11:20 ●
○

※RD

F： 5周回=30km 12:05 13:05 ● ●

13:15 13:20 ●

P1：18周回=108km 13:20 16:02 ● ●

16:20 表彰ステージ ●

開　始 終　了 場　　所

対象者

6kmコース

会場オープン（役員） 群馬CSC 入口

内　　容

スタートセレモニー（P1） 6kmコース

試走 6kmコース

マネージャーミーティング

（※E、F）
群馬CSC 管理棟2階 会議室

6kmコース

会場オープン（チーム） 群馬CSC 入口

ライセンスコントロール

（選手 ※E、F）
受付テント（群馬CSC管理棟前）

ライセンスコントロール

（チームアテンダント※E、F）
受付テント（群馬CSC管理棟前）

6kmコース

表彰式

6kmコース

ライセンスコントロール

（選手、チームアテンダント）
受付テント（群馬CSC管理棟前）

マネージャーミーティング

（※P1、事前申請のF）
群馬CSC 管理棟2階 会議室

6kmコース

 

 

８．競技種目 

 

各クラスタ エントリー人数】※9 月 19 日時点 

P1：131 名 E1：127 名 E2：93 名 E3：162 名 F：30 名 
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９．競技規則 

 

 

１０．その他参加にあたっての注意事項 

(1) 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してください。

(2) 会場周辺の道路を走行される場合は道路交通法を厳守し、モラルを持ち、マナーを守って行動してください。

(3) 出走サインはスタートの15分前までに行ってください。

(4) スケジュール及び競技内容は変更する場合があります。

(5) 大会当日のコミュニケは受付横に掲示いたします。

(6) ナンバープレート（P1を除く）と計測タグを持ち帰ってしまった場合は早急に事業部（race@jbcf.or.jp）

までメールしてください。

(7) 管理棟前付近（受付、レストラン、トイレなど）は人や車の出入りが多く危険ですので、自転車の乗車を

禁止します。また、管理棟前に自転車を置いてのトイレ使用なども禁止します。

(8) 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ります。この場合参加料は返金いたしません。

(9) ライセンスコントロール、マネージャーミーティングは当日のみとなります。

(10) 9/29（土）の「まえばしクリテリウム」に参加する選手は「フレームプレート」「ボディゼッケン」「計測タグ」は

同じものを使用します。  

 

 
【JBCF 事務局電話】※緊急の際におかけください。大会会場でのみの使用となります。 

090-6721-9874 
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●コミッセール 

レースディレクター  渋井亮太郎 

チーフコミッセール  伊藤将史 

コミッセールパネル  伊藤将史 / 力石達也 / 片岡浩 / 山田里奈 / 芦澤拓郎 

 

●会場（詳細一覧） 
開催地           群馬サイクルスポーツセンター 6km サーキットコース 

              群馬県利根郡みなかみ町新巻 3853 

 

大会本部          群馬サイクルスポーツセンター管理棟前 受付テント 

              群馬県利根郡みなかみ町新巻 3853 

 

マネージャーミーティング 群馬サイクルスポーツセンター管理棟前 2 階会議室 

      群馬県利根郡みなかみ町新巻 3853 

   7:10～7:30  ※E、F のみ 

   11:00～11:20  ※P1、事前申請の F のみ 

 

選手受付/          群馬サイクルスポーツセンター管理棟前 受付テント 

ライセンスコントロール    群馬県利根郡みなかみ町新巻 3853 

   6:30～8:00  ※E、F のみ 

   10:00～10:45  ※P1、事前申請の F のみ 

 

  チームアテンダント/  群馬サイクルスポーツセンター管理棟前 受付テント 

ライセンスコントロール    群馬県利根郡みなかみ町新巻 3853 

   6:30～7:00  ※E、F のみ 

   10:00～10:45  ※P1、事前申請の F のみ    

 

JPT 優先駐車場       P.6「MAP②：会場レイアウト」参照ください。 

 

選手・観戦者駐車場 P.6「MAP②：会場レイアウト」参照ください。 

 

役員打ち合わせ  清野旅館 食堂 

   群馬県利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉 1124 

   9/29（土）18:30～19:00 
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9/30(日) 
第 1 回 JBCF 群馬 CSC オータムロードレース 

MAP① コースマップ 

 

 

■P1  108km（18 周） 

■E1  60km（10 周） 

■E2  42km（7 周） 

■E3  30km（5 周） 

■F   30km（5 周） 
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1 宇都宮ブリッツェン 

2 シマノレーシング 

3 マトリックスパワータグ 

4 那須ブラーゼン 

5 VICTOIRE 広島 

6 イナーメ信濃⼭形 

7 チームブリヂストンサイクリング 

8 東京ヴェントス 

9 群⾺グリフィン 

 

9/30(日) 
第 1 回 JBCF 群馬 CSC オータムロードレース 

MAP② 会場レイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役員・関係者駐車場 

10 
11 

12 
13 

14 
15 

グリーンゾーン 

大会本部（受付テント） 

・ライセンスコントロール 

・検車/サインシート 

・招集 

・救護（1階救護室） 

・マネージャーミーティング 

 （2階会議室） 

 

START 導線 

FINISH 後 導線 

10 弱虫ペダル サイクリングチーム 

11 FIETS GROEN 日本ロボティクス 

12 VC FUKUOKA 

13 Honda 栃木 

14
なるしまフレンド レーシング

チーム

15 eNShare-エルドラード 

16
シエルヴォ奈良MIYATA-

MERIDAレーシングチーム

17 EQADS 

18 ACQUA TAMA EURO-WORKS 

19 ウォークライド・バイク 

17 

19 

選手駐車場 

10 
11 

12 
13 

（9/25 配置変更） 

16 
18 
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第 1回 ＪＢＣＦ 群馬 CSC オータムロードレース 

高木秀彰メモリアル 

大会特別規則 

 

Part1 General Aspects / 第 1部 総務事項 

A. 第 1 回 JBCF 群馬 CSC オータムロードレース 

一般社会の自転車競技に対する正しい知識と理解を深め、サイクルスポーツの進歩を促し青少年の心身の錬

磨と高揚を図るとともに、日頃の修練の成果を試し、明日への成長の基礎とするため本大会を行います。 

 

B. チームカー 

チームカーの運用は行いません。 

 

C. 救急措置  ※状況により別の病院に搬送される場合もあります。会場の救護所では応急処置のみとなります。 

月夜野病院 群馬県利根郡みなかみ町真庭316 0278-62-2011

利根中央病院 群馬県沼田市沼須町910-1 0278-22-4321

沼田脳神経外科循環器科病院 群馬県沼田市栄町8 0278-22-5052  

  ※救急医療情報提供・相談先：利根沼田広域消防本部 0278-24-0099 

 

Part2 Technical Aspects / 第 2部 競技事項  

ARTICLE 1. / 第 1条 主催者  

 この第 1 回 JBCF 群馬 CSC オータムロードレースは、（一社）全日本実業団自転車競技連盟(JBCF)の 

 規則のもと、（一社）全日本実業団自転車競技連盟（JBCF）が主催および競技面を主管して開催されま    

す。 

 当大会は、2018 年 9 月 30 日に行われます。 

 

ARTICLE 2. / 第 2条 参加について  

この大会は、JBCF GUIDE 2018-1＜登録編＞に従い、2018 年度 JBCF 加盟登録完了者が、大会実施 

要項の申込方法の通りにエントリーした競技者が参加できます。また、JBCF が特別に認めた競技者が参加で 

きます。 

 

ARTICLE 3. / 第 3条 JBCF レースランキング  

この大会は、「大会実施概要 8.競技種目」に記載のレイティングに従い、JBCF 2018 Road Series ポイン 

トをもとに、ポイントが付与されます。（JBCF GUIDE 2018-2＜競技編＞参照） 付与されたポイントは、 

JBCF レースランキングに反映されます。  

 

ARTICLE 4. / 第 4条 大会本部、ライセンスコントロール、マネージャーミーティングについて  

大会本部は、P.6「MAP②：会場レイアウト」に記載の通りとし、ライセンスコントロール、マネージャーミーティン 

グの場所と時間については、「大会実施概要 7.スケジュール」に記載の通りとします。 

16 
18 
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ARTICLE 5. / 第 5条 各種情報とコミュニケ  

競技結果及び、各種情報は、大会本部近くのインフォメーションボード、JBCF のホームページに掲載します。  

 

ARTICLE 6. / 第 6条 ラジオツアー  

ラジオツアーは、実施しません。  

 

ARTICLE 7. / 第 7条 招集・出発   

（1） 招集 

競技者はスタート時刻の 15 分前までにサインシートにサインした上で、招集場所に集合し準備しなければ

なりません。サインシートと、招集の場所は、P.6「MAP②：会場レイアウト」を参照ください。 

（2） 出発 

スタート時刻 10 分前から通告に従い招集場所からスタートラインに移動します。 

 

ARTICLE 8. / 第 8条 飲食料の補給  

 飲食料の補給は、P1 クラスタのみ認めます。 

（１）補給周回は 5 周回完了直後から 15 周回完了直後までとします。 

（２）補給は P.5「MAP①：コースマップ」に示す補給エリアの進行方向左側からのみ行ってください。 

（３）飲料ボトル、食料、食料袋などの投棄は、指定された補給エリアとグリーンゾーン以外においては禁止とし

ます。 

 

ARTICLE 9. / 第 9条 機材の補給  

チームからの機材交換は、コース全域で認めます。 尚、交換は、道路の進行方向左側で安全に留意し行わ 

なければなりません。 

 

ARTICLE 10. / 第 10条 ニュートラルサポート  

競技中のニュートラルサポートは P1、F、E1 クラスタにおいて、MAVIC 及び主催者により実施されます。 

E2、E3 クラスタにおいてはニュートラルサポートは実施しません。 

 

ARTICLE 11. / 第 11条 タイムアウト  

コントロールラインにおいて関門を設置し、先頭集団よりある程度遅れた競技者は失格とします。 

また、コース上においても移動審判により失格を宣言することがあります。審判の指示に速やかに従ってください。 

本大会においては、JCF 競技規則第 85 条 26 項（通称 8%ルール）の適用は行いません。 

 

ARTICLE 12. / 第 12条 スタート方式  

全クラスタともローリングスタートとします。（マスドスタートとします）正式スタートは、先導 MOTO コミッセールま 

たは COM2 の合図により行います。 

ローリングスタート中の事故による正式スタートの延期は原則として行いません。 
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ARTICLE 13. / 第 13条 棄権、失格  

 失格、または棄権した競技者は、主催所による特別な許可のある場合を除き、競技を続けることも、非公式に

追走することもできません。 

 

ARTICLE 14. / 第 14条 ペナルティ  

 ペナルティは、JCF 競技規則、及び JBCF GUIDE によります。 

 

ARTICLE 15. / 第 15条 表彰  

・この大会においては、最終順位について下記の通り、表彰されます。  

(1) P1   1 位  賞状、特別賞金、 

２位～3 位 賞状、賞品（JBCF 規定） 

(2) P1   敢闘賞  賞状、賞品 

(3) F   1 位～3 位 賞状、賞品（JBCF 規定） 

(4) E1、E2、E3  1 位～6 位 賞状、賞品（JBCF 規定） 

(5) 各ツアー個人総合 1 位  リーダ−ジャージ 

(6) P1 新人賞総合 1 位   リーダ−ジャージ 

  ※出走人数が 5 名以下の場合は、1 位のみ表彰とします。 

  ※入賞対象者は大会終了時までに受付にて賞品を受け取ってください。受け取り忘れの選手への対応は一切いたしません。 

 

【特別賞金、敢闘賞について】 

JBCF のオフィシャルフォトグラファーとして長きに渡りご尽力頂いた高木秀彰氏が昨年逝去されました。 

その高木氏のご家族より、自転車レース界に支えられてきたことへの感謝と恩返しをしたいとの申し出を頂き、「高木

秀彰メモリアル」レースの開催と「敢闘賞」と「特別賞金」を設けました。 

 

  【敢闘賞の基準】 

  最終順位に関わりなく、当該レースの序盤から終盤に至るまで、レースの展開と競技性の向上に最も寄与したと思 

  われる選手 1 名をレースディレクター及びコミッセールパネルが決定し、表彰します。 

 

ARTICLE 16. / 第 16条 公式式典  

参加者は全員、主催者によって企画された種々の公式セレモニーに正しい服装で出席することを義務付けます。 

各ツアーの首位の競技者には、それを示すリーダージャージを着用することを義務付けます。 

公式式典は、各クラスタの競技終了後の表彰式となります。  

 

ARTICLE 17. / 第 17条 アンチドーピング検査  

  JCF 規則ならびに UCI 規則に準じます。 

 

 

 


