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2019 Round  7 
第3回 JBCF 那須塩原クリテリウム 

TECHNICAL GUIDE BOOK 

2019 JBCF CYCLE ROAD SERIES 

大会実施概要  
OUTLINE OF THE EVENT  

Ver-20190606 

◆開催日 2019年6月8日（土） 
◆開催地 那須塩原駅 特設周回コース 
◆主催 JBCF（一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟） 
           那須塩原クリテリウム実行委員会 
◆主管 JBCF（一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟） 
◆後援      栃木県 / 那須塩原市 / 栃木県教育委員会 / 黒磯観光協会  / 板室温泉旅館組合  
           塩原温泉観光協会 / 塩原温泉旅館組合 / 那須塩原市商工会 / JAなすの /  
           那須レジャー施設協会  / （公社）栃木県観光物産協会 / 栃木県サイクリング協会 / 
           大田原市 / 矢板市 / 朝日新聞宇都宮総局 / 読売新聞宇都宮支局 /  
           毎日新聞宇都宮支局 / 産経新聞宇都宮支局 / 下野新聞社 / エフエム栃木 /  
           とちぎテレビ  / 栃木放送 / 足利銀行 / 栃木銀行 
 
◆ツアー協賛 株式会社シマノ/シマノセールス株式会社/株式会社あさひ/ 
 江崎グリコ株式会社/株式会社ちゃりカンパニー/パナソニックサイクルテック株式会社 
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※１）スケジュール及び競技内容は変更する場合があります。  
※２）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。 
※３）E3の午後のライセンスコントロールは実施せずに、 6:00 - 7:20 で実施します。 
※４）チームアテンダントライセンスコントロールは、マネージャーミーティング開始10分前から開始時刻まで 

1.スケジュール 
開始-終了予定時刻 　場　　所

6月8日（土）

  6:00 - 7:20 JAなすの東那須野駐車場テント

　7:20 - 7:50 〃

交通規制開始 　7:30 - 

試走（E2、E1のみ）   8:00 - 8:20 2.1kmコース

E2 ( 2.1km x 17周 = 35.7km )   8:40 - 9:36 2.1kmコース

  9:00 - 10:30 JAなすの東那須野駐車場テント

E1 ( 2.1km x 20周 = 42km ) 　9:45 - 10:48 2.1kmコース

エキシビション 10:55 - 11:10 1kmショートコース

11:05 - 11:55 JAなすの東那須野駐車場テント

11:20 - 11:40 1kmショートコース

試走（P1、F、E3のみ） 11:50 - 12:10 2.1kmコース

11:55 - 12:15 JAなすの東那須野駐車場テント

F ( 2.1km x 17周 = 35.7km ) 12:20 - 13:20 2.1kmコース

P1スタートセレモニー 13:25 - 13:40 2.1kmコース

P1 ( 2.1km x 27周 = 56.7km ) 13:40 - 15:05 2.1kmコース

E3 1組 ( 2.1km x 15周 = 31.5km ) 15:15 - 16:05 2.1kmコース

15:30 - 16:30 JAなすの東那須野駐車場テント

E3 2組 ( 2.1km x 15周 = 31.5km ) 16:15 - 17:05 2.1kmコース

交通規制解除 17:30

内 　 　容

Jチャレンジシリーズホープクリテリウム 那須塩原ステージ
（一般小学4,5,6,年生）

マネージャーミーティング（E2,E1,F,E3）

選手ライセンスコントロール（P1）

マネージャーミーティング（P1）

選手ライセンスコントロール

Jチャレンジシリーズ　ホープクリテリウム　受付

選手ライセンスコントロール(ロード分)


GUIDE

																2019/5/2版
※赤文字部分訂正 アカモジブブンバン

		JBCFロードシリーズ 2019

		第3回 JBCF 那須塩原クリテリウム ダイ カイ ナス シオバラ



		Jプロツアー第7戦／Jエリートツアー第17戦／Jフェミニンツアー第13戦 ダイ セン



		【大会実施要項】



		主　　旨 シュ ムネ		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う

		主　　催		JBCF（一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟） / 那須塩原クリテリウム実行委員会（NASA・NASPO（株）/ イッパン シャダン ホウジン ゼンニホン ジツギョウダン ジテンシャ キョウギ レンメイ ナスシオバラ ジッコウ カブ

				サイクルスポーツマネージメント（株）/ 那須塩原駅西口ハブ化プロジェクト） ナスシオバラ エキ ニシグチ カ

		主　　管 オモ カン		JBCF（一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟) イッパン シャダン ホウジン ゼンニホン ジツギョウダン ジテンシャ キョウギ レンメイ

		後　　援 アト エン		栃木県 / 那須塩原市 / 栃木県教育委員会 / 黒磯観光協会  / 板室温泉旅館組合 / 塩原温泉観光協会 / 塩原温泉旅館組合 トチギケン ナスシオバラシ トチギケン キョウイクイインカイ クロイソ カンコウ キョウカイ イタ シツ オンセンリョカン クミアイ シオバラ オンセン カンコウキョウカイ シオバラ オンセンリョカン クミアイ

				那須塩原市商工会 / JAなすの / 那須レジャー施設協会 / （公社）栃木県観光物産協会 / 栃木県サイクリング協会 / 大田原市 / 矢板市 ナスシオバラ シ ショウコウカイ ナス シセツ キョウカイ コウシャ トチギケン カンコウブッサンキョウカイ トチギケン キョウカイ オオタワラシ ヤイタシ

				朝日新聞宇都宮総局 / 読売新聞宇都宮支局 / 毎日新聞宇都宮支局 / 産経新聞宇都宮支局 / 下野新聞社 エムエフ栃木 とちぎテレビ アサヒシンブン ウツノミヤ ソウキョク ヨミウリ シンブン ウツノミヤ シキョク マイニチシンブン ウツノミヤ シキョク サンケイシンブン ウツノミヤシキョク シモツケシンブンシャ トチギ

				栃木放送 / 足利銀行 / 栃木銀行 トチギ ホウソウ アシカガギンコウ トチギ ギンコウ

		ツアー協賛 キョウサン		（株）シマノ / シマノセールス（株）/（株）あさひ / 江崎グリコ（株）/（株）ちゃりカンパニー /  パナソニックサイクルテック（株） カブカブカブ



		1. 開催日： カイサイビ		2019年6月8日（土） ネン ガツ ニチ ツチ



		2. 開催地： カイサイチ		那須塩原駅前片側2車線道路を利用した1周2.1kmの周回コース ナスシオバラエキマエ カタガワ シャセン ドウロ リヨウ シュウ シュウカイ

				住所：栃木県那須塩原市前弥六 ジュウショ



		3. スケジュール：		内 　 　容 ウチ カタチ						開始-終了予定時刻 カイシ シュウリョウ ヨテイジコク		終 　了 シュウ リョウ		　場　　所 バ ショ				対象者 タイショウシャ										2019那須塩原クリテリウムレーススケジュール（案） ナス シオバラ アン

				6月8日（土） ガツニチド																								試走20分×2 シソウ フン

		※		選手ライセンスコントロール センシュ						  6:00 - 7:20		9:00		JAなすの東那須野駐車場テント ヒガシナスノ チュウシャジョウ				●		●								内容 ナイヨウ		開始時間 カイシ ジカン		終了時間 シュウリョウ ジカン

				マネージャーミーティング（E2,E1,F,E3） センシュ						　7:20 - 7:50				〃				●		●								交通規制開始 コウツウ キセイ カイシ		7:30

				交通規制開始 コウツウキセイ カイシ						　7:30 - 																		試走① シソウ		8:00		8:20

				試走（E2、E1のみ） シソウ						  8:00 - 8:20				2.1kmコース														E2		8:40		9:36

				E2		( 2.1km x 17周 = 35.7km )				  8:40 - 9:36		11:17		2.1kmコース				●										E1		9:45		10:48

				Jチャレンジシリーズ　ホープクリテリウム　受付 ウケツケ						  9:00 - 10:30				JAなすの東那須野駐車場テント ヒガシナスノ チュウシャジョウ

				E1		( 2.1km x 20周 = 42km )				　9:45 - 10:48		16:56		2.1kmコース				●										F		10:55		11:57

				エキシビション						10:55 - 11:10				1kmショートコース														エキシビション		12:10		12:25

				選手ライセンスコントロール（P1） センシュ						11:05 - 11:55				JAなすの東那須野駐車場テント ヒガシナスノ チュウシャジョウ														ホープクリテリウム		12:35		12:55

				Jチャレンジシリーズホープクリテリウム 那須塩原ステージ
（一般小学4,5,6,年生） ナスシオバラ						11:20 - 11:40				1kmショートコース				●										試走② シソウ		13:05		13:25

				試走（P1、F、E3のみ） シソウ						11:50 - 12:10				2.1kmコース

				マネージャーミーティング（P1） センシュ						11:55 - 12:15				JAなすの東那須野駐車場テント ヒガシナスノ チュウシャジョウ														スタートセレモニー		13:35		13:40

				F		( 2.1km x 17周 = 35.7km )				12:20 - 13:20		10:56		2.1kmコース				●		●								P1		13:40		15:02

				P1スタートセレモニー						13:25 - 13:40		11:45		2.1kmコース				●										E3①		15:10		15:57

				P1		( 2.1km x 27周 = 56.7km )				13:40 - 15:05		13:50		2.1kmコース				●										E3②		16:05		16:52

				E3 1組 クミ		( 2.1km x 15周 = 31.5km )				15:15 - 16:05		11:25		2.1kmコース				●										交通規制解除 コウツウ キセイ カイジョ		17:30				※昨年より10分遅い サクネン フン オソ

				選手ライセンスコントロール(ロード分) センシュ ブン						15:30 ‐ 16:30		9:00		JAなすの東那須野駐車場テント ヒガシ ナス ノ チュウシャジョウ

				E3 2組 クミ		( 2.1km x 15周 = 31.5km )				16:15 - 17:05		11:25		2.1kmコース				●

				交通規制解除 コウツウキセイ カイジョ						17:30																		試走40×1 シソウ

				表彰式 ヒョウショウシキ						大会特別規則第16条に記載 タイカイ トクベツ キソク ダイ ジョウ キサイ																		内容 ナイヨウ		開始時間 カイシ ジカン		終了時間 シュウリョウ ジカン

				・スケジュール及び競技内容は変更する場合があります。 																								交通規制開始 コウツウ キセイ カイシ		7:30

				・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、 　																								試走（E1&E2） シソウ		8:00		8:40

				   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。																								E2		8:50		9:46

				※）E3の午後のライセンスコントロールは実施せずに、 6:00 ー 7:20 で実施する。 ゴゴノ																								E1		9:55		10:58

																												F		11:05		12:07

		4.競技内容 キョウギ ナイヨウ																										エキシビション		12:20		12:35

		　・競技種目： キョウギウンヨウ シュモク		公道を使用した特設周回コースでの個人クリテリウムレース ヲシュウカイコースヲ																								ホープクリテリウム		12:45		13:05

																												スタートセレモニー		13:15		13:20

		　・競技規則： キョウギウンヨウ キソク		日本自転車競技連盟の最新の「競技規則集」、「JBCFカテゴリー別運営規程」、「本大会特別規則」により運営します。 サイシン ベツ ウンエイキテイ ホン タイカイ トクベツ キソク																								P1		13:20		14:42

																												E3①		14:50		15:37

		　・レースコース：		那須塩原駅前片側2車線道路を利用した1周2.1kmの周回コース ナスシオバラエキマエ カタガワ シャセン ドウロ リヨウ シュウ シュウカイ																								E3②		15:45		16:32

																												交通規制解除 コウツウ キセイ カイジョ		17:30				※昨年より10分早い サクネン フン ハヤ

		　・レース格付： カクヅケ		開催日 カイサイビ		クラスタ		レース格付 カクヅケ

				6月8日（土） ツチ		P1		ブロンズ

						E1		Cr

						E2		Cr-2

						E3		Cr-3

						F		Cr-3





		　・ツアーポイント：		本大会は個人およびチームの年間総合ランキング対象大会です。 ホンタイカイ コジン ネンカンスゴウ ソウゴウランキング タイショウタイカイト

				運営規程および上記のレース格付に基づき、ポイントを付与します。 フヨ



		　・表彰		P1		1位～3位 イ イ		副賞		最終周回の着順によって最終順位を決定

				P1		敢闘賞 カントウショウ		副賞		最終順位に関わらず、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 サイシュウ ジュンイ カカ

				E1,E2,E3, F		1位～3位 イ イ		賞状、副賞 syoujou hukusyou		最終周回の着順によって最終順位を決定

				地元スプリント賞（完走を条件としない） ジモト ショウ カンソウ ジョウケン

				P1		5,10,15周回
完了時の1位 シュウカイ カンリョウ ジ イ		副賞



				※正当な理由なく表彰式を⽋席した⼊賞者は、着順を空位とし、当該ポイントを無効とします。 セイトウ リユウ ヒョウショウシキ セキ ショウ シャ チャクジュン クウイ トウガイ ムコウ

				　なお、欠席者以降の着順の繰上げは行いません。 ケッセキシャノ イコウ チャクジュン クリアゲハ オコナワナイ



		5.エントリー費		クラスタ		格付 カク ヅ		１名／１レース／消費税別 メイ ショウヒゼイ ベツ

				E1		Cr		6,500円／ジュニア・ユース：3,500 円

				E2		Cr-2		6,500円／ジュニア・ユース：3,500 円

				E3		Cr-3		6,500円／ジュニア・ユース：3,500 円

				F		Cr-3		6,500円／ジュニア・ユース：3,500 円



		6.エントリー方法 ホウホウ		「JBCFエントリーシステム」から行ってください。

				https://my.j-tour.jp/

				P1クラスタの定員について テイイン

				・P1クラスタは、定員を115名とする。 テイイン メイ

				・チームランキング10位以内のチームは6名まで、同11位以下のチームは、5名までの参加を認める。

				・上記チームランキングは、「宇都宮クリテリウム」（5月12日（日））の結果を反映したランキングを用いる。 ウツノミヤ

				・各チーム、エントリ―締切の際、制限人数を越えてエントリ―があった場合、当該チーム内のゼッケンNo.の

				　若い順に出走を認め、レーサーリストに掲載する。 ワカ ジュン

				・エントリー締め切り後、レーサーリストを必ず確認すること。 シ キ ゴ カナラ カクニン



				Jチャレンジシリーズホープクリテリウムのエントリー内容につきましては、下記URLにてご案内いたします。 ゴロ

				https://www.sportsentry.ne.jp/event/t/79175



		7.エントリー期間 キカン		5月8日（水）〜5月26日（日）厳守 ガツ カ スイ ガツ ニチ ニチ ゲンシュ

				エントリ―最終日の23:59までに支払いを完了してください。 サイシュウ ヒ シハラ カンリョウ

				「大会エントリーを確定させる」をクリックしても、期日までに支払いを完了しないとエントリーは無効となります。 キジツ

				支払われたエントリー費は理由を問わず返金いたしません。 シハラ リユウ ト ヘンキン



		8.問い合わせ先 ト ア サキ		JBCF 事業部 ジギョウ ブ

				race@jbcf.or.jp

				※お問い合わせは全てe-mailにてお願いいたします。

				※回答・返信等は平日9:00～17:00となります。

				   但し、レース開催日の翌月曜日または火曜日は定休日となります。

























https://my.j-tour.jp/mailto:ltpy@dmm.nethttps://www.sportsentry.ne.jp/event/t/79175

計算用

		計算用

		クラスタ		周回数 シュカイスウ				1周 シュウ				距離 キョリ		平均速度 ヘイキンソクド		先頭ゴール セントウ		最終ゴール サイシュウ

		P1		27		周 シュウ		2.1		0		56.7		43.6		1:18:01		1:23:01

		E1		20		周 シュウ		2.1		0		42		43.3		0:58:11		1:03:11

		E2		17		周 シュウ		2.1		0		35.7		41.43		0:51:42		0:56:42

		E3		15		周 シュウ		2.1		0		31.5		41.3		0:45:45		0:50:45

		E3				周 シュウ		2.1		0		0		42.32		0:00:00		0:05:00

		F		17		周 シュウ		2.1		0		35.7		37.7		0:56:49		1:01:49

		Y				周 シュウ		2.1		0		0				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

																トップ差→ サ		0:05
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（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） スケジュール及び競技内容は変更する場合があります。
（4） 土日両日参加する選手は「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。
（5） フレームプレート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。
（6） 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。

2.競技内容 

3.競技規則 

（1） 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離して装着してください。
（2） ボディゼッケンを緊急の際に使用するので『JPT運営規定2019 第6節〈救護〉

またはJET/JFT/JYT運営規定第6節〈救護〉』を参照ください。
（3） ジュニア、ユースの選手のギア比規制は、JCFの競技規則に準じます。
（4） 重量を調整する目的の付加物は認めません。

4.その他参加にあたっての注意事項 

【JBCF事業部 携帯：090-6721-9874】 
※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。 

『JCF競技規則集』  

http://jcf.or.jp/road/rule/
『JBCF2019 競技運営規定JPT、JET/JFT/JYT』（JBCFサイト内）
http://www.jbcf.or.jp/membership/guide.html

日本自転車競技連盟の競技規則集、『JBCF2019 競技運営規定JPT、JET/JFT/JYT』の最新版、
大会特別規則により運営いたします。

※本大会は中間スプリントポイントの付与はありません、上記地元スプリント賞のみ設定します。 
  詳細…http://www.jbcf.or.jp/news/20190419_id=21849 

クラスタ 周回数 コース周長 距離 地元スプリント賞
（完走を条件としない）

レイティング

P1 27 2.1km 56.7km 5,10,15周回完了時の1位 ブロンズ
E1 20 2.1km 40.2km ー Cr
E2 17 2.1km 35.7km ー Cr-2
E3 15 2.1km 31.5km ー Cr-3
F 17 2.1km 35.7km ー Cr-3

http://www.jbcf.or.jp/news/20190419_id=21849
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		（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。 ジカン ヒョウショウ シキ カイシ ジカン ヘンコウ カノウセイ チュウイ

		（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。 カイジョウシュウヘン ドウロ ソウコウ バアイ ドウロコウツウホウ ゲンシュ モ マモ コウドウ

		（3）		スケジュール及び競技内容は変更する場合があります。 オヨ キョウギ ナイヨウ バアイ

		（4）		土日両日参加する選手は「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。 ドニチ リョウジツ サンカ センシュ ケイソク

		（5）		フレームプレート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） ケイソク モ カエ バアイ ソウキュウ ジギョウ ブ

				までメールしてください。

		（6）		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、 ヨソク ジコ テンコウ ヘンカ キョウギ ウンエイ フカノウ ハンダン バアイ

				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。 タイカイ チュウシ ナイヨウ ヘンコウ バアイ サンカリョウ ヘンキン
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		日本自転車競技連盟の競技規則集、『JBCF2019 競技運営規定JPT、JET/JFT/JYT』の最新版、
大会特別規則により運営いたします。 キョウギ ウンエイ サイシンバン

		『JCF競技規則集』  


		http://jcf.or.jp/road/rule/

		『JBCF2019 競技運営規定JPT、JET/JFT/JYT』（JBCFサイト内） ナイ

		http://www.jbcf.or.jp/membership/guide.html
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Guide

																						2019/3/31版　　 バン

		JBCFロードシリーズ 2019

		第3回 JBCF 宇都宮ロードレース ダイ カイ ウツノミヤ



		Jプロツアー第5戦／Jエリートツアー第13戦／Jフェミニンツアー第9戦 ダイ セン



		【大会実施要項】



		主　　旨 シュ ムネ		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う

		主　　催		JBCF（一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟） / サイクルスポーツマネージメント（株） イッパン シャダン ホウジン ゼンニホン ジツギョウダン ジテンシャ キョウギ レンメイ カブ

		主　　管 オモ カン		JBCF（一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟) イッパン シャダン ホウジン ゼンニホン ジツギョウダン ジテンシャ キョウギ レンメイ

		後　　援 アト エン		宇都宮市 / 宇都宮市教育委員会 / 下野新聞 / とちぎテレビ / 足利銀行

		ツアー協賛 キョウサン		（株）シマノ / シマノセールス（株）/（株）あさひ / 江崎グリコ（株）/（株）ちゃりカンパニー /  パナソニックサイクルテック（株） カブカブカブ

		協　　力 キョウ チカラ		宇都宮市森林組合 / 鶴カントリー倶楽部 / 宇都宮市サイクリングターミナル / 城山地域コミュニティ協議会 / 

				国本地区づくり振興会 / 城山地区市民センター / 多気山不動尊 / JAうつのみや



		1. 開催日： カイサイビ		2019年5月11日（土） ネン ガツ ニチ ド



		2. 開催地： カイサイチ		宇都宮市森林公園〜鶴カントリー倶楽部周辺特設コース（周回6.7km右回り） ツルクラブシュウヘントクセツシュウカイミギマワ

				住所：栃木県宇都宮市福岡町1074-1 ジュウショ トチギケン ウツノミヤシ フクオカチョウ

				http://forestpark-utsunomiya.jp/



		3. スケジュール：		内 　 　容 ウチ カタチ						開始-終了予定時刻 カイシ シュウリョウ ヨテイジコク		終 　了 シュウ リョウ		　場　　所 バ ショ				対象者 タイショウシャ

				5月11日（土） ガツ ニチ ド

				選手ライセンスコントロール（E,F） センシュ						  6:30 -  7:30		9:00		E,F駐車場				●		●

				マネージャーミーティング（E,F）						  7:30 -  8:00				E,F駐車場				●

				試走（コース1周のみ） シソウ シュウ						  8:30 -  8:50				6.7kmコース

				E3		（ 6.7km x  3周 = 20.1km ）				  9:00 -  9:40		11:25		6.7kmコース				●

				E2		（ 6.7km x  4周 = 26.8km ）				  9:55 - 10:45		11:17		6.7kmコース				●

				選手ライセンスコントロール（P1） センシュ						10:30 - 11:00				JBCFテント ウケツケ				●		●

				F		（ 6.7km x  4周 = 26.8km ）				11:05 - 12:05		10:56		6.7kmコース

				マネージャーミーティング（P1）						11:10 - 11:40		8:30		JBCFテント ウケツケ				●		●

				試走（コース1周のみ） シソウ シュウ						12:05 - 12:40				6.7kmコース

				P1スタートセレモニー						12:50 - 13:00		11:45		6.7kmコース				●

				P1		（ 6.7km x  14周 = 93.8km ）				13:00 - 15:20		13:50		6.7kmコース				●

				E1		（ 6.7km x  6周   = 40.2km ）				15:35 - 16:50		16:56		6.7kmコース				●

				※マネージャーミーティング（5/12クリテリウム分）
（翌日の7:30−8:00にも実施します） ヨクジツブン						17:30 - 18:00				城山地区市民センター チク

				表彰式 ヒョウショウシキ						時間と場所はテクニカルガイドに掲載 トケイサイ



				・スケジュール及び競技内容は変更する場合があります。 

				・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。

				・E1選手のみ参加のJエリートチームのライセンスコントロール、マネージャーミーティングも、それぞれ6:30～7:30、7:30～8:00の設定となります。JBCFテントでJプロツアー向けに行われるライセンスコントロール、マネージャーミーティングは、森林公園付近にJエリートチームの車両までを受け入れるスペースが確保できず、ご参加いただけません。ご不便をおかけしますが、ご理解いただきたくよろしくお願いいたします。









		4.競技内容 キョウギ ナイヨウ

		　・競技種目： キョウギウンヨウ シュモク		公道を使用した特設周回コースでの個人ロードレース コジン



		　・競技運用原則： キョウギウンヨウ ゲンソク		日本自転車競技連盟の最新の「競技規則集」、「JBCFカテゴリー別運営規程」、「本大会特別規則」により運営します。 サイシン ベツ ウンエイキテイ ホン タイカイ トクベツ キソク



		　・レースコース：		宇都宮市森林公園〜鶴カントリー倶楽部周辺特設コース（周回6.7km右回り） ツルクラブシュウヘントクセツシュウカイミギマワ



		　・レース格付： カクヅケ		開催日 カイサイビ		クラスタ		グレード		※中間スプリントポイント チュウカン														周回 シュウカイ

				5月11日（土） ガツド		P1		ゴールド		後日掲載
（4月12日までに発表予定） ゴジツ ガツ ヒ														14		5,10周回完了時 シュウカイニ

						E1		B																6		2,4周回完了時 シュウカイニ

						E2		B-2																4		2周回完了時 シュウカイニ

						E3		B-3																3		1周回完了時 シュウカイニ カンリョウジ

						F		B-3																4		2周回完了時 シュウカイニ カンリョウジ

																								※対象周回完了時、Finishラインの1位通過者に各々「優勝ポイントの10%」を付与します。（完走者のみ） タイショウシュウカイ イ ツウカシャ シャ オノオノ ユウショウノフヨ



		　・ツアーポイント：		本大会は個人およびチームの年間総合ランキング対象大会です。 ホンタイカイ コジン ネンカンスゴウ ソウゴウランキング タイショウタイカイト

				運営規程および上記のレース格付に基づき、ポイントを付与します。なお中間スプリントポイントも年間ポイントに加算されます。 フヨ



		　・表彰		P1		1位～3位 イ イ		副賞		最終周回の着順によって最終順位を決定

				P1		敢闘賞 カントウショウ		副賞		最終順位に関わらず、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 サイシュウ ジュンイ カカ

				E1,E2,E3, F		1位～3位 イ イ		賞状、副賞 syoujou hukusyou		最終周回の着順によって最終順位を決定

				※正当な理由なく表彰式を⽋席した⼊賞者は、着順を空位とし、当該ポイント及び中間スプリントポイントを無効とします。 セイトウ リユウ ヒョウショウシキ セキ ショウ シャ チャクジュン クウイ トウガイ オヨ チュウカン ムコウ

				　なお、欠席者以降の着順の繰上げは行いません。 ケッセキシャノ イコウ チャクジュン クリアゲハ オコナワナイ



		5.エントリー費		クラスタ		グレード		１名／１レース／消費税別 メイ ショウヒゼイ ベツ

				E1		B		6,500円／ジュニア・ユース：3,500 円

				E2		B-2		6,500円／ジュニア・ユース：3,500 円

				E3		B-3		6,500円／ジュニア・ユース：3,500 円

				F		B-3		6,500円／ジュニア・ユース：3,500 円



		6.エントリー方法 ホウホウ		「JBCFエントリーシステム」から行ってください。

				https://my.j-tour.jp/



		7.エントリー期間 キカン		4月12日（金）〜4月28日（日）厳守 ニチカネガツニチヒゲンシュ

				エントリ―最終日の23:59までに支払いを完了してください。 サイシュウ ヒ シハラ カンリョウ

				「大会エントリーを確定させる」をクリックしても、期日までに支払いを完了しないとエントリーは無効となります。 キジツ

				支払われたエントリー費は理由を問わず返金いたしません。 シハラ リユウ ト ヘンキン



		8.問い合わせ先 ト ア サキ		JBCF 事業部 ジギョウ ブ

				race@jbcf.or.jp

				※お問い合わせは全てe-mailにてお願いいたします。

				※回答・返信等は平日9:00～17:00となります。

				   但し、レース開催日の翌月曜日または火曜日は定休日となります。



				以下、TG用 イカ ヨウ



		TG用 ヨウ		クラスタ		周回数 シュウカイ スウ		コース周長 シュウ ナガ		距離 キョリ		グレード		地元スプリント賞
（完走を条件としない）		レイティング

				P1		27		2.1km		56.7km		ゴールド		5,10,15周回完了時の1位		ブロンズ		ブロンズ

				E1		20		2.1km		40.2km		B		ー		Cr		Cr

				E2		17		2.1km		35.7km		B-2		ー		Cr-2		Cr-2

				E3		15		2.1km		31.5km		B-3		ー		Cr-3		Cr-3

				F		17		2.1km		35.7km		B-3		ー		Cr-3		Cr-3







https://my.j-tour.jp/mailto:ltpy@dmm.nethttp://forestpark-utsunomiya.jp/

計算用

		計算用

		クラスタ		周回数 シュカイスウ				1周 シュウ				距離 キョリ		平均速度 ヘイキンソクド		先頭ゴール セントウ		最終ゴール サイシュウ

		P1		14		周 シュウ		6.7		0		93.8		40.22		2:19:55		2:29:55

		E1		6		周 シュウ		6.7		0		40.2		38.54		1:02:35		1:12:35

		E2		4		周 シュウ		6.7		0		26.8		37.59		0:42:46		0:52:46

		E3		3		周 シュウ		6.7		0		20.1		37.12		0:32:29		0:42:29

		E3				周 シュウ		6.7		0		0				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		F		4		周 シュウ		6.7		0		26.8		33.29		0:48:18		0:58:18

		Y				周 シュウ		6.7		0		0				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

																トップ差→ サ		0:10
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【競技本部】     OFFICIAL ZONE  S/F付近 競技本部テント （参照：P6MAP②） 
 
 
【ライセンスコントロール】 OFFICIAL ZONE  S/F付近  JBCFテント 
                JAなすの東那須野駐車場内（参照：P6MAP②） 
 
                E1,E2,E3,F     6:00-   7:20 
                ホープクリテリウム   9:00 - 10:30（受付、ライセンス不要） 
                P1         11:05 - 11:55 
 
  ≪やいたロードレース≫ OFFICIAL ZONE  S/F付近  JBCFテント 
                JAなすの東那須野駐車場内（参照：P6MAP②） 
                 
                全クラスタ   15:30 - 16:30 
 ※2日間同時に受付された方は、改めて受付せずとも問題ありません。 
                ※マネージャーミーティングは、翌日曜日に開催します。（全クラスタ） 
                 
【マネージャーミーティング】 OFFICIAL ZONE  S/F付近  JBCFテント 
                JAなすの東那須野駐車場内（参照：P6MAP②） 
                 
                E1,E2,E3,F    7:20 -   7:50 
                P1         11:55 - 12:15 
 
           ※チームアテンダントライセンスコントロールは、 
                  マネージャーミーティング開始10分前から開始時刻まで 

レースディレクター ： 加藤明人 
チーフコミッセール ： 芦澤拓郎 
コミッセールパネル ： 芦澤拓郎 ／ 愛場政広 ／ 若生宏  

【開催地】  栃木県那須塩原市前弥六51 那須塩原駅前特設コース （周回2.1km左回り）  
           
                     〒321-3231栃木県那須塩原市前弥六51 
 
 会場への交通案内 
 ＊お車で  
 【東北自動車道 西那須野I.Cから約12分、板室I.Cから約10分】 
 
 ＊電車で 
 【東北新幹線・JR東北本線】 
 JR那須塩原駅下車 徒歩5分（駅～メイン会場：約400m） 

5.コミッセール 

6.会場（詳細一覧） 

【役員ミーティング】 OFFICIAL ZONE  S/F付近  JBCFテント 
                JAなすの東那須野駐車場内（参照：P6MAP②） 
 
                時間： 7:50 ～ 8:10 
 
【JPT優先駐車場】  TEAM PIT ZONE（参照：P5 MAP①、P7 MAP③）  
  ※後日各チーム代表者宛に「車両証」と動線についてのご案内をメールにて差し上げます。
      
【選手・観戦者駐車場】 特設駐車場（MAPを参照ください） 
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残1km 

6/8（土） 
第3回 JBCF 那須塩原クリテリウム 

MAP① コースマップ 

チームカー
ピットナンバー TEAM

1 TEAM BRIGESTONE Cycling
2 マトリックスパワータグ
3 宇都宮ブリッツェン
4 シマノレーシング
5 弱虫ペダル　サイクリングチーム
6 イナーメ信濃山形
7 VICTOIRE広島
8 那須ブラーゼン
9 LEOMO Bellmare Racing Team
10 VC福岡
11 eNshare-エルドラード
12 FIETS　GROEN　日本ロボティクス
13 なるしまフレンドレーシングチーム
14 Honda栃木
15 東京ヴェントス
16 群馬グリフィン

19.5.13時点

機材ピット（MAVIC） 

機材ピット（チーム） 

TEAM PIT ZONE 

【OFFICIAL ZONE】 
・競技本部 
・JBCF 
（本部/ライセンスコントロール） 
・Information 
・救護  
リザルト掲示/タグ返却 
ホープクリテ受付 

バイクチェック/サイン 
招集エリア（全クラスタ） 

横断路 

横断路 

1C 

2C 

3C 4C 

5C 


Sheet1







																														チームカー
ピットナンバー		TEAM

										①				②				③				④								1		TEAM BRIGESTONE Cycling

																														2		マトリックスパワータグ

																														3		宇都宮ブリッツェン ウツノミヤ

																														4		シマノレーシング

																														5		弱虫ペダル　サイクリングチーム ヨワムシ

																														6		イナーメ信濃山形 シナノ ヤマガタ

																														7		VICTOIRE広島 ヒロシマ

				⑤				⑥				⑦				⑧				⑨				⑩						8		那須ブラーゼン ナス

																														9		LEOMO Bellmare Racing Team

																														10		VC福岡 フクオカ

																														11		eNshare-エルドラード

																														12		FIETS　GROEN　日本ロボティクス ニホン

																														13		なるしまフレンドレーシングチーム

																														14		Honda栃木 トチギ

																														15		東京ヴェントス トウキョウ

																														16		群馬グリフィン グンマ

																																19.5.13時点 ジテン
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6/8（土） 
第3回 JBCF 那須塩原クリテリウム 

MAP② メイン会場レイアウト 

【OFFICIAL ZONE】 
・競技本部 
・JBCF 
（本部/ライセンスコントロール） 
・Information 
・救護  
リザルト掲示/タグ返却 
ホープクリテ受付 

VVIP/ 
VIP 
TICKET 

機材ピット（MAVIC） 
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西那須野IC方面 

6/8（土） 
第3回 JBCF 那須塩原クリテリウム 

MAP③ 駐車場 

大田原方面 

観戦者、ホープ、JET、JFT 駐車場 
（300台） 
東那須野中学校 
住所：那須塩原市島方528 
注）前日からの駐車はご遠慮ください。 
当日は6時開場です、場内は禁煙です。 

福島方面 

黒磯方面 

宇都宮方面 

観戦者、ホープ、JET、JFT 駐車場 
（200台） 
大原間小学校 
住所：那須塩原市島方689 
注）前日からの駐車はご遠慮ください。 
当日は6時開場です、場内は禁煙です。 

JPT 優先駐車場 

【OFFICIAL ZONE】 
・競技本部 
・JBCF 
（本部/ライセンスコントロール） 
・Information 
・救護  
リザルト掲示/タグ返却 
ホープクリテ受付 
【JAなすの東那須野駐車場内】 
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第3回 JBCF 那須塩原クリテリウム 
大会特別規則 

Part1 General Aspects / 第1部 総務事項 
A. 第3回 JBCF 那須塩原クリテリウム 

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う。 

B. 各チームのための車両   
チームカーの運用は行わない。 

C. 救急措置 

D. 試走に関して 
試走については<E1,E2のみ>8:00～8:20、<P1,E3,Fのみ>11:50-12:10 
（各コースイン時間は試走終了5分前まで ）とする。 
安全に十分に配慮し、各チーム代表者の責任において行うこと。 

Part2 Technical Aspects / 第2部 競技事項 
ARTICLE 1. / 第1条 主催者 

 この第3回 JBCF 那須塩原クリテリウムは、（公財）日本自転車競技連盟(JCF)及び、（一社）全日本実
業団自転車競技連盟(JBCF)の規則の下に、JBCFと那須塩原クリテリウム実行委員会が主催し、JBCFが競技
面を主管して開催される。当大会は、2019年6月8日に行われる。 

 この大会は、「JBCFカテゴリー別運営規程」に従い、2019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る。また、JBCFが特別に認めた競技者が参加できる。 

ARTICLE 2. / 第2条 参加について 

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 2.競技内容」に記載のグレードに従い、JBCF 2019 ロードレースポイント表を
基にポイントが付与される。  

ARTICLE 4. / 第4条 大会本部、ライセンスコントロール、チーム・アテンダントライセンス 
          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.6MAP②の「JBCF/本部」とする。 
ライセンスコントロール、チームアテンダント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 1.スケジュール及びP4「会場一覧」に記載の通りとする。 

ARTICLE 5. / 第5条 各種情報とコミュニケ 
 競技結果と各種情報は、OFFICIAL ZONEのInformation横のResultボード、Informationボード、
JBCFのホームページに掲載する。 
Resultボード、Informationボードの位置については、P.8MAP③を参照のこと。 

※会場内救護所は、P.6メイン会場レイアウトを参照のこと。 
※状況により別の病院へ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。 

・菅間記念病院        …栃木県那須塩原市大黒町2-5       TEL 0287-62-0733 
・那須赤十字病院     …栃木県大田原市中田原1081番地4     TEL 0287-23-1122 
・福島整形外科病院    …栃木県那須塩原市弥生町1-10        TEL 0287-62-0805 
・国際医療福祉大学病院…栃木県那須塩原市井口537-3       TEL 0287-37-2221 



9 9 

(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、指定の招集エリアに集合し、 
    準備しなければならない。サインと招集エリアの場所は、P.5「MAP①」を参照のこと。 
(2)出発：スタート時刻15分前（P1）10分前（E1,E2,E3,F）から各クラスタのリーダーに続き、通告に従い招       
集エリアからスタートラインに移動する。 

ARTICLE 7. / 第7条 招集・出発           
 ラジオツアーは、実施しない。  

ARTICLE 6. / 第6条 ラジオツアー          

ARTICLE 9. / 第9条 飲食料の補給 

ARTICLE 8. / 第8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、及び、 FクラスタにおいてP.5『MAP① コースマップ』記載の「機材ピット（MAVIC）」       
のみで、 MAVICにより実施される。 
ディスクブレーキ付ホイールのサポートは「ローターサイズはフロント 160、リア 140」のみとなる。 

 飲⾷料の補給は全クラスタで実施しない。 
  競技者は⾷料、⾷料袋、ボトル、⾐類、ゴミ等の廃棄は、チーム関係者用機材ピット以外において禁止する。 

ARTICLE 10. / 第10条 機材の補給 
1）チーム自らの機材交換は、P.5『MAP① コースマップ』記載の「機材ピット（チーム）」のみで認める。 
2）P1クラスタに限り「機材ピット(MAVIC)）」にチーム機材を用意できる。 
    （サポートを行うのは、ニュートラルサポート・MAVICである） 
3）機材ピット（チーム）でサポートを行うチームスタッフは、以下の有効なライセンス（JCFまたはJBCFチーム・アテンダント、 
   日本スポーツ協会、自転車競技各級コーチまたは各級指導員）保持者に限定する。 

ARTICLE 11. / 第11条 タイムアウト 
原則として周回遅れ及び周回遅れとなることが見込まれる選手は失格とする。 
失格の宣告は地上コミッセールまたはモトコミッセールが行う。競技管理上、周回遅れ以外の選手の失格宣
告をすることもある。地上コミッセールまたはモトコミッセールの指示に従うこと。 

ARTICLE 12. / 第12条 スタート方式について 
全クラスタ、マスドスタート方式を行う。 

ARTICLE 13. / 第13条 棄権、失格について 
失格、または棄権した競技者は、主催者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ない。 

ARTICLE 14. / 第14条 ペナルティ 
ペナルティは、最新のJCF競技規則、及び JBCF2019JPT運営規程、JET/JFT/JYT運営規程による。 

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、表彰される。 
(1) P1  1位～3位  副賞 （JBCF規定） 
   1位 賞金 10万円,花束,お米,牛乳（地元協賛各社） 
   2位～3位 花束,お米,牛乳 
(2）P1 地元スプリント賞   賞金5万円、花束（地元協賛各社） 
    5周回、10周回、15周回完了時にコントロールラインを1位通過した選手に、それぞれ地元スプリント賞を与える。 
    ※地元スプリント賞は、完走を条件としない。 
    ※ニュートラリゼーションより復帰した選手については、直後の地元スプリント賞は対象外とする。  
(3)  P1 敢闘賞 副賞（JBCF規定） 
(4) F、E1、E2、E3  1位～3位 賞状、副賞（JBCF規定）お米,牛乳 
(5) ホープ        1位～3位 賞状、お米,牛乳,チームグッズ 
     4位～6位 賞状、チームグッズ 
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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る。
表彰対象者は登壇時はチームジャージ着用を義務付ける。（JCF規則第114条第2・3項 参照） 
公式式典は、各クラスタの競技終了後の表彰式である。 
表彰式は、各クラスタ、下記の時間での実施を予定とする。  
 
A. チームプレゼンについては、下記チームにおいて、実施する。 
  【時間 11:20～11:40】 
 
・那須ブラーゼン 
・宇都宮ブリッツェン 
・Honda栃木 
・TEAM BRIDGESTONE Cycling 
 ※順不同。  
 
B.各クラスタの競技終了後の表彰式 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※時間は、予定となります。 
※競技の進捗により、変更になることもありますので、会場アナウンスにご注意ください。 

ARTICLE 17. / 第17条 アンチドーピング検査 
日本アンチ・ドーピング規定及び日本自転車競技連盟アンチ・ドーピング・コントロール規定に準じます。 

また、以上に加え、JBCF2019JPT運営規程、JET/JFT/JYT運営規程に基づき、各ツアーリーダーが表彰される。 
 
※ ⼊賞対象者は必ず表彰式に出席し、大会終了時までに大会本部の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。 

1)各カテゴリーのレースにおいて1周回のニュートラリゼーションを認める。ただし、地上コミッセールまたはモトコミッ
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。  
 ニュートラリゼーション認定およびレースへの復帰に際しては、必ずコミッセールの指示に従うこと。 
2)適用条件は、「正当な落車」「パンク」「自転車の重要な部分の破損」のみに限られ、その他の理由（変  
 速不良、体調の悪化等）では、ニュートラリゼーションは認められない。 
3)残り3周回（残距離6.3km）以降はニュートラリゼーションを認めない。 

ARTICLE 18. / 第18条 ニュートラリゼーション 

  9:50-10:05 E2表彰式
11:05-11:20 E1表彰式
11:50-12:05 ホープ表彰式
13:50-14:05 F表彰式
15:20-15:40 P表彰式
16:20-16:35 E3　1組目表彰式
17:15-17:30 E3　2組目表彰式

0605 「ARTICLE 10. / 第10条 機材の補給」赤文字部分訂正 
0606 「MAP③」赤文字部分追記 


GUIDE

																						2019/3/31版　　 バン

		JBCFロードシリーズ 2019 

		第6回 JBCF 宇都宮クリテリウム ダイ カイ ウツノミヤ



		Jプロツアー第6戦／Jエリートツアー第14戦／Jフェミニンツアー第10戦 ダイ セン



		【大会実施要項】



		主　　旨 シュ ムネ		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う

		主　　催		JBCF（一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟） / サイクルスポーツマネージメント（株） イッパン シャダン ホウジン ゼンニホン ジツギョウダン ジテンシャ キョウギ レンメイ カブ

		主　　管 オモ カン		JBCF（一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟) イッパン シャダン ホウジン ゼンニホン ジツギョウダン ジテンシャ キョウギ レンメイ

		後　　援 アト エン		宇都宮市 / 宇都宮市教育委員会 / 下野新聞 / とちぎテレビ  / 足利銀行

		ツアー協賛 キョウサン		（株）シマノ / シマノセールス（株）/（株）あさひ / 江崎グリコ（株）/（株）ちゃりカンパニー /  パナソニックサイクルテック（株） カブカブカブ

		協　　力 キョウ チカラ		（公財）宇都宮市スポーツ振興財団 / 清原地区市民センター / 清原地域振興協議会 / キヤノン（株）宇都宮工場 /（一社）清原工業団地総合管理組合 / 作新学院大学 / 中外製薬工業（株） / 宇都宮化工（株） / ロックペイント（株） / 清水鋼管（株） / マニー（株） / （株）マルハニチロ / JR関東（株）宇都宮支店 カブ コウザイ ウツノミヤ シ ツル クラブウツノミヤシシロヤマチイキキョウギカイ







		1. 開催日： カイサイビ		2019年5月12日（日） ネン ガツ ニチ ヒ



		2. 開催地： カイサイチ		栃木県 宇都宮清原工業団地内 （周回3.0km右回り）  K

				住所：栃木県宇都宮市清原工業団地15-4 ジュウショ

				電話：028-667-5696 デンワ

				https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/shogaigakushu/center/1012240.html



		3. スケジュール：		内 　 　容 ウチ カタチ						開始-終了予定時刻 カイシ シュウリョウ ヨテイジコク		終 　了 シュウ リョウ		　場　　所 バ ショ				対象者 タイショウシャ

				5月11日（土） ヒ ガツニチド

				マネージャーミーティング センシュ						17:10 - 17:30				城山地区市民センター チク				●		●

				5月12日（日） ヒ ガツニチド

				選手ライセンスコントロール センシュ						  6:30 - 7:30		9:00		清原地区市民センター				●		●

				マネージャーミーティング
（前日に実施のマネージャーミーティングに参加したチームは参加不要） ゼンジツ						  7:30 - 8:00		8:30		清原地区市民センター				●		●

				試走 シソウ						  8:30 - 9:00				3kmコース

				E2		( 3km x   9周 = 27km )				  9:10 - 9:55		11:17		3kmコース				●

				E1		( 3km x 10周 = 30km )				10:05 - 10:50		16:56		3kmコース				●

				F		( 3km x   9周 = 27km )				11:00 - 11:50		10:56		3kmコース

				Jチャレンジシリーズ ロードレース講習会
（一般小学4,5,6,年生） コウシュウカイイッパンショウガクネンセイ						12:00 - 12:10				3kmコース

				Jチャレンジシリーズホープクリテリウム 宇都宮ステージ
（一般小学4,5,6,年生）( 3km x 2周 = 6km )						12:10 - 12:30				3kmコース				●

				選手ライセンスコントロール（E3のみ） センシュ						12:30 - 13:30				JBCFテント

				P1スタートセレモニー						12:35 - 12:50		11:45		3kmコース				●

				P1		( 3km x 20周 = 60km )				12:50 - 14:15		13:50		3kmコース				●

				E3 1組 クミ		( 3km x   6周 = 18km )				14:25 - 14:55		11:25		3kmコース				●

				E3 2組 クミ		( 3km x   6周 = 18km )				15:05 - 15:35		11:25		3kmコース				●

				表彰式 ヒョウショウシキ						時間と場所はテクニカルガイドに掲載 トケイサイ



				・スケジュール及び競技内容は変更する場合があります。 

				・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。



		4.競技内容 キョウギ ナイヨウ

		　・競技種目： キョウギウンヨウ シュモク		公道を使用した特設周回コースでの個人クリテリウムレース ヲシュウカイコースヲ



		　・競技規則： キョウギウンヨウ キソク		日本自転車競技連盟の最新の「競技規則集」、「JBCFカテゴリー別運営規程」、「本大会特別規則」により運営します。 サイシン ベツ ウンエイキテイ ホン タイカイ トクベツ キソク



		　・レースコース：		宇都宮清原工業団地内 （周回3.0km右回り） （ミギマワ



		　・レース格付： カクヅケ		開催日 カイサイビ		クラスタ		レース格付 カクヅケ

				5月12日（日） ヒガツド		P1		ブロンズ																		5,10,15 周回完了時 シュウカイ カンリョウジ

						E1		Cr																		3,6 周回完了時 シュウカイ カンリョウジ

						E2		Cr-2																		3,6 周回完了時 シュウカイ カンリョウジ

						E3		Cr-3																		2,4 周回完了時 シュウカイ カンリョウジ

						F		Cr-3																		3,6 周回完了時 シュウカイ カンリョウジ

																										※対象周回完了時、Finishラインの1位通過者に各々「優勝ポイントの20%」を付与します。（完⾛者のみ）



		　・ツアーポイント：		本大会は個人およびチームの年間総合ランキング対象大会です。 ホンタイカイ コジン ネンカンスゴウ ソウゴウランキング タイショウタイカイト

				運営規程および上記のレース格付に基づき、ポイントを付与します。 フヨ



		　・表彰		P1		1位～3位 イ イ		副賞		最終周回の着順によって最終順位を決定

				P1		敢闘賞 カントウショウ		副賞		最終順位に関わらず、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 サイシュウ ジュンイ カカ

				E1,E2,E3, F		1位～3位 イ イ		賞状、副賞 syoujou hukusyou		最終周回の着順によって最終順位を決定

				地元スプリント賞（完走を条件としない） ジモト ショウ カンソウ ジョウケン

				P1		5,10,15周回
完了時の1位 シュウカイ カンリョウ ジ イ		副賞



				※正当な理由なく表彰式を⽋席した⼊賞者は、着順を空位とし、当該ポイントを無効とします。 セイトウ リユウ ヒョウショウシキ セキ ショウ シャ チャクジュン クウイ トウガイ ムコウ

				　なお、欠席者以降の着順の繰上げは行いません。 ケッセキシャノ イコウ チャクジュン クリアゲハ オコナワナイ



		5.エントリー費		クラスタ		格付 カク ヅ		１名／１レース／消費税別 メイ ショウヒゼイ ベツ

				E1		Cr		6,500円／ジュニア・ユース：3,500 円

				E2		Cr-2		6,500円／ジュニア・ユース：3,500 円

				E3		Cr-3		6,500円／ジュニア・ユース：3,500 円

				F		Cr-3		6,500円／ジュニア・ユース：3,500 円



		6.エントリー方法 ホウホウ		「JBCFエントリーシステム」から行ってください。

				https://my.j-tour.jp/

				P1クラスタの定員について テイイン

				・P1クラスタは、定員を115名とする。 テイイン メイ

				・チームランキング10位以内のチームは6名まで、同11位以下のチームは、5名までの参加を認める。

				・上記チームランキングは、「東日本ロードクラシック」（4月28日（日））の結果を反映したランキングを用いる。 ヒガシ ニホン

				・各チーム、エントリ―締切の際、制限人数を越えてエントリ―があった場合、当該チーム内のゼッケンNo.の若い順に

				　出走を認め、レーサーリストに掲載する。

				・エントリー締め切り後、レーサーリストを必ず確認すること。 シ キ ゴ カナラ カクニン



				Jチャレンジシリーズホープクリテリウムのエントリー内容につきましては、4月12日頃に下記URLにてご案内いたします。 ゴロ

				https://www.sportsentry.ne.jp/event/t/79175



		7.エントリー期間 キカン		4月12日（金）〜4月28日（日）厳守 ニチカネガツニチヒゲンシュ

				エントリ―最終日の23:59までに支払いを完了してください。 サイシュウ ヒ シハラ カンリョウ

				「大会エントリーを確定させる」をクリックしても、期日までに支払いを完了しないとエントリーは無効となります。 キジツ

				支払われたエントリー費は理由を問わず返金いたしません。 シハラ リユウ ト ヘンキン



		8.問い合わせ先 ト ア サキ		JBCF 事業部 ジギョウ ブ

				race@jbcf.or.jp

				※お問い合わせは全てe-mailにてお願いいたします。

				※回答・返信等は平日9:00～17:00となります。

				   但し、レース開催日の翌月曜日または火曜日は定休日となります。



				TG用 ヨウ



				クラスタ		周回数 シュウカイ スウ		コース周長 シュウ ナガ		距離 キョリ		グレード		中間スプリントポイント チュウカン		レース格付 カクヅケ

				P1		14		6.7km		93.8km		ゴールド		5,10周回完了時 シュウカイニ		ブロンズ

				E1		6		6.7km		40.2km		B		2,4周回完了時 シュウカイニ		Cr

				E2		4		6.7km		26.8km		B-2		2周回完了時 シュウカイニ		Cr-2

				E3		3		6.7km		20.1km		B-3		1周回完了時 シュウカイニ カンリョウジ		Cr-3

				F		4		6.7km		26.8km		B-3		2周回完了時 シュウカイニ カンリョウジ		Cr-3



				プレゼン順序はMC・運営に要検討。地元意向も伺うこと。 ジュンジョ ウンエイ ヨウケントウ ジモト イコウ ウカガ

				①		マトリックスパワータグ		3分/1チーム
(11:15～11:45） フン

				②		TEAM BRIDGESTONE Cycling

				③		宇都宮ブリッツェン

				④		シマノレーシング

				⑤		弱虫ペダルサイクリングチーム

				⑥		TeamUKYO

				⑦		イナーメ信濃山形

				⑧		VICTORE広島

				⑨		那須ブラーゼン

				⑩		LEOMO Bellmare RacingTeam

						  9:50-10:05		E2表彰式

						11:05-11:20		E1表彰式

						11:50-12:05		ホープ表彰式 ヒョウショウシキ

						13:50-14:05		F表彰式 ヒョウショウシキ

						15:20-15:40		P表彰式 ヒョウショウシキ

						16:20-16:35		E3　1組目表彰式 クミ メ ヒョウショウシキ

						17:15-17:30		E3　2組目表彰式 クミ メ ヒョウショウシキ



https://my.j-tour.jp/mailto:ltpy@dmm.nethttps://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/shogaigakushu/center/1012240.htmlhttps://www.sportsentry.ne.jp/event/t/79175

計算用

		計算用

		クラスタ		周回数 シュカイスウ				1周 シュウ				距離 キョリ		平均速度 ヘイキンソクド		先頭ゴール セントウ		最終ゴール サイシュウ

		P1		20		周 シュウ		3.0		0		60		43.98		1:21:51		1:26:51

		E1		10		周 シュウ		3.0		0		30		44.24		0:40:41		0:45:41

		E2		9		周 シュウ		3.0		0		27		43.2		0:37:30		0:42:30

		E3		6		周 シュウ		3.0		0		18		42.32		0:25:31		0:30:31

		E3				周 シュウ		3.0		0		0		42.32		0:00:00		0:05:00

		F		9		周 シュウ		3.0		0		27		38.54		0:42:02		0:47:02

		Y				周 シュウ		3.0		0		0				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

																トップ差→ サ		0:05
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