
主　　旨

主　　催 JBCF（⼀般社団法⼈全⽇本実業団⾃転⾞競技連盟) 　 / 福島県⽯川町
主　　管 JBCF（⼀般社団法⼈全⽇本実業団⾃転⾞競技連盟) 　 / 福島県⾃転⾞競技連盟

⽯川町教育委員会 / 浅川町 / (公財)⽇本⾃転⾞競技連盟 / (株)福島⺠報社
福島⺠友新聞(株) / 町⺠ニュース社 / ⼣刊いしかわ新聞社 / ⽯川町区⻑会 / ⽯川町体育協会 

協⼒（予定） 福島県⽯川警察署 / 須賀川地方広域消防組合⽯川消防署 / ⽯川町商工会 / ⽯川アマチュア無線赤十字奉仕団
株式会社 フィリップス・ジャパン

協賛（予定） コカ・コーラボトラーズジャパン(株)/ アサヒ飲料(株) / サントリービバレッジ(株) / ⽯川町観光物産協会
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

1.開催⽇ 2018年7⽉15⽇(⽇)
2.開催地 福島県⽯川町・浅川町周回コース　13.6ｋｍ／１周

＊スタート地点A:学法⽯川高校前＜P1、E1、Y、ジュニア男子＞
＊スタート地点B:JA夢みなみ⼭橋ふれあいセンター前(周回スタート地点)＜E2、E3、F、ジュニア⼥子＞

3.スケジュール 7月14日(土）

選手 チーム
代表者 コミッセール

15:00 17:00 ● ● ○※担当

15:00 16:50 ● ○※担当

17:00 17:30 ● ○※ﾊﾟﾈﾙ

17:30 18:00 ●

7月15日(日)

選手
チーム
代表者

コミッセール

7:50 8:20
P1/E1/

Y/Jr
● ○※担当

8:20 9:00
P1/E1/

Y/Jr
○※担当

9:00 9:15 ●
P1 9:15 12:05 13.6kmコースx7周+7km(パレード3km含む）102.2km ● ●
E1 9:17 11:35 13.6kmコースx5周+7km(パレード3km含む） 75.0km ● ●
Y/ジュニア男子 9:19 11:15 13.6kmコースx4周+7km(パレード3km含む） 61.4km ● ●

10:00 11:30
E2/E3/
F/Jr⼥子

● ○※担当

10:00 10:15
E2/E3/
F/Jr⼥子

● ○※担当

10:15 10:45
E2/E3/
F/Jr⼥子

● RDほか

11:30
各クラスタ
スタート10分

E2/E3/
F/Jr⼥子

○※担当

E2 12:30 14:25 13.6kmコースx4周= 54.4km ● ●
F/ジュニア⼥子 12:32 13:55 13.6kmコースx3周= 40.8km ● ●
E3 14:10 15:25 13.6kmコースx2周= 27.2km ● ●
(1) ⼤会スケジュール、およびレースの内容は予告なく変更する場合があります。（参加⼈数による組み分け、予選の有無など）
(2)  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。
(3) 選手受付/ライセンスコントロール︓

・できるだけチーム代表者が取りまとめて受付をおこなってください。
・事前にホームページのレーサーリストで選手のゼッケンNo.をご確認いただけますと、受付が円滑です。
・「今年度のライセンス（サイン済）」の提⽰が必須です。ライセンスが未達の場合は「申請書の控え」をご持参ください。
・「ライセンス」・「申請書の控え」ともに原本が必須です。コピーでは受付できませんので、ご注意ください。
※JCFの専用サイトで継続登録されて「申請書の控え」がない場合は、 JCF からの返信メールを印刷してご持参ください。
　もしJCFから返信メールがない場合は、必ず事前に JCF にお問い合わせください。
・ライセンス不携帯の選手につきましても、規定のペナルティをお⽀払いいただくことでレース参加が認められます。

JBCFロードシリーズ
Ｊプロツアー第13戦／Ｊエリートツアー第24戦／Ｊフェミニンツアー第22戦／Ｊユースツアー第2戦

第17回 JBCF ⽯川サイクルロードレース
（第7回 JBCF ジュニアユースチャンピオンシップ）

出走サイン

開 始

学法石川高校

【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。

山橋自治センター

学法石川高校

学法石川高校

ホテル下の湯

後援（予定）

内　　容

選手受付/
ライセンスコントロール

競技役員ミーティング

マネージャーミーティング

チームアテンダント
ライセンスコントロール

開会式

選手受付/
ライセンスコントロール

出走サイン

マネージャーミーティング
※

対象者

ホテル下の湯 TEL:0247-26-4101

ホテル下の湯

対象者

終　了 場所

ホテル下の湯

場所

山橋自治センター

内  容

選手受付/
ライセンスコントロール

終 了

開　始

山橋自治センター

チームアテンダント
ライセンスコントロール

山橋自治センター

この事業は、競輪の補助を受けて実施します。
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(4) バイクチェック︓バイクチェックと出⾛サインは、「スタート時刻の1時間前より10分前まで」におこなってください。
(5) マネージャーミーティングについて

・連絡事項等をマネージャーミーティングで通達しますので、各チーム1名または2名の出席が必須です。
・原則として、各チームとも1名以上のチームアテンダントライセンス保持者の出席が必須です。
・出席に際しましては、受付でのチームアテンダントライセンス提⽰と出席サインが必須です。
※本⼤会にE2/E3/F/Jr⼥子クラスタの選手のみがエントリーし、事前にJBCF事務局までメールで申し込んだチームに限り、
　レース当⽇もマネージャーミーティングを実施します。希望されるチーム代表者は、JBCF事務局（info@jbcf.or.jp ）宛に、
　「2018⽯川ロード当⽇ミーティング参加希望」というタイトルで『 7/9（⽉）12:00まで 』にメールください。

(6) 表彰式は、各クラスタの競技が終了次第、「会場内特設ステージ」で順次実施します。
4.競技内容 ※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。
※出⾛サインはスタートの10分前までに⾏うこと。
※JYTとジュニア男子は同⼀クラスとして扱う（リザルト、表彰も同⼀）
※JFTとジュニア⼥子は同⼀クラスとして扱う（リザルト、表彰も同⼀）

5.表　　彰 (1) P1 1位〜3位 賞状、賞品（JBCF規定）
(2) E1、E2、E3 1位〜6位 賞状、賞品（JBCF規定）
(3) F/ジュニア⼥子 1位〜3位 賞状、賞品（JBCF規定）
(4) Y/ジュニア男子 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位選手のみを表彰します。
※ ⼊賞対象者は、当該⼤会終了時までに受付で賞品を受領ください。後⽇対応はいたしませんのでご注意ください。
※ 表彰式は⼭橋⾃治センターで⾏います。

6.⼤会競技規則 ⽇本⾃転⾞競技連盟の競技規則集、JBCF GUIDE ＜競技編＞の最新版、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、最新の『JCF競技規則集』 　

及び『JBCF GUIDE ＜競技編＞の最新版』に基づく。必ず、確認をして⼤会に備えること。
http://www.jbcf.or.jp/membership/guide.html
『JCF競技規則集』（JCFサイト内） ※最新版を使用する。
http://jcf.or.jp/road/rule/
※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。
(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離して装着すること。
(2) ボディゼッケンを緊急の際に使用するので『JBCF GUIDE 2018-2<競技編> 6.救護関連』を参照のこと。
(3) 出⾛サインはスタートの10分前までに⾏うこと。
(4) ジュニア、ユースの選手については、レース前とレース後（⼊賞者）のギヤ⽐チェックを⾏う。

（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）
(5) 重量を調整（重く）する目的の付加物は認めない。

※「⼤会特別規則」は後⽇発表する。

7.その他注意事項 (1) ⼤会当⽇の「コミュニケ」は、原則として当該レース受付の横に掲⽰されます。
(2) ⼤会スケジュール、およびレースの内容は予告なく変更する場合があります。（参加⼈数による組み分け、予選の有無など）
(3) 不測の事故や天候の悪化などで、レースディレクターが「競技運営が不可能」と判断した場合は、⼤会中⽌や⼤幅な変更

などの措置をとることがあります。この場合でも、レース参加費の返⾦には応じられませんので予めご了承ください。
(4) 『フレームプレート』と『計測タグ』を未返却の場合は、早急に事業部（race@jbcf.or.jp）までメールください。

8.ツアーポイント 規定のレースポイントが付与されます。

9.参加料 男子 6,480円／名
⼥子 3,240円／名
ユース、ジュニア 3,240円／名
高等学校競技者（JBCF非登録者） 男⼥とも　3,000円／名
＜男子はJBCFのジュニア・ユース（Yクラスタ）⼥子はJBCFの⼥子（Fクラスタ）と同⾛承知のこと＞

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://jbcf.or.jp/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。

11.申込み締切⽇ 7⽉1⽇（⽇）　エントリー締切
　＆参加料引落⽇ 7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 JBCF 連盟本部 事務局 
関する問い合せ先 info@jbcf.or.jp

※問い合わせは、すべてメールにてお願いします。
　なお事務局は⼟⽇祝が定休となります。予めご了承ください。

13.レースに関する JBCF 事業部 運営課
　　　問い合せ先 race@jbcf.or.jp

電話︓04-7189-0100　FAX︓04-7189-0022
※お電話でのお問い合せは⽉曜⽇〜⾦曜⽇の9:00〜17:00にお願いします。
（レース開催⽇明けの⽉曜⽇は定休⽇となります）

内　　容 周回数 距離 所要時間 表彰式
予定時刻 レースレイティング

P1 7 102.2Km 2h50' 13:20 AAAA
E1 5 75Km 2h18' 13:15 B
Y/ジュニア男子 4 61.4Km 1h56' 13:10 YY
E2 4 54.4Km 1h55' 15:40 C
F/ジュニア⼥子 3 40.8Km 1h23' 15:35 F
E3 3 40.8Km 1h15' 16:40 D
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14.ジュニア選手の ジュニア(高等学校選手＝JCFライセンス所持者)の参加申し込みについては、学校の責任者がまとめた上で、
申込方法について 福島県⾃転⾞競技連盟に申し込んでください。（参加申込用紙も福島県⾃転⾞競技連盟に請求してください。）

（JBCF非登録者） 個⼈単位での参加申込みは受理されませんのでご注意ください。
＊ジュニア申し込み先
福島県⾃転⾞競技連盟
〒963－6131 福島県東⽩川郡棚倉町⼤字棚倉字東中居６３ 福島県⽴修明高等学校内 中野目啓あて
TEL 0247-33-3214 / FAX 0247-33-7943
＊ジュニア申し込み締切⽇︓6⽉29⽇（⾦）
なお、ジュニア申し込み者は「現⾦書留」に申込書と参加費を同封して郵送ください。

15.救急搬送先病※状況により別の病院に搬送される場合もあります。レース会場では応急手当以外の処置は⾏いません。
総合南東北病院 福島県郡⼭市八⼭田7丁目115番地 024-934-5322
太田綜合病院太田⻄ﾉ内病院福島県郡⼭市⻄ﾉ内2丁目5番地20 024-925-1188
星総合病院 福島県郡⼭市向河原町159番1号 024-983-5511
須賀川病院 福島県須賀川市丸田町17番地 0248-75-2211
公⽴岩瀬病院 福島県須賀川市北町２０番地 0248-75-3111
⽩河厚生総合病院 福島県⽩河市豊地上弥次郎2番地1 0248-22-2211
会田病院 福島県⻄⽩河郡⽮吹町本町216 0248-42-2121
塙厚生病院 福島県東⽩川郡塙町字⼤町1-5 0247-43-1145
ひらた中央病院 福島県⽯川郡平田村上蓬田清水内4 0247-55-3333

16.宿泊斡旋 ＊お問い合わせ先︓　⽯川町役場産業振興課「⽯川町観光物産協会」
TEL　0247－26－9113　　FAX　0247－26－0360
　宿泊につきましては、宿舎⼀覧表の各施設へ各⾃で直接ご連絡の上、お申し込みください。

■⽯川町 ⼤会協⼒宿舎 ⼀覧
地区 ＴＥＬ 料⾦
⺟畑温泉 0247-26-3131 お問い合わせ下さい

0247-26-4101 8,000円〜
0247-26-5111 8,000円〜
0247-26-2057 8,000円〜

猫啼温泉 0247-26-1131 7,800円〜
0247-26-1012 8,300円〜

片倉温泉 0247-26-2206 お問い合わせ下さい
塩ノ沢温泉 0247-26-6188 7,200円〜
⼀般旅館　 0247-26-2860 5,400円〜

0247-26-1057 6,500円〜
※表⽰の料⾦は１泊２⾷の料⾦です。素泊まり等については各施設と直接ご相談ください。

17.会場への ・「⾞」利用の場合
アクセス 　　東京方⾯より　「東北⾃動⾞道」で⽮吹インターからあぶくま⾃動⾞道利用〜⽟川 Ｉ・Ｃ

　　⼜は⽯川・⺟畑Ｉ・Ｃで降りる。標識に従って⽯川町へ
　　浦和料⾦所より２時間　⽟川 I・Ｃ１５分・⽯川・⺟畑Ｉ・Ｃ１０分
　　宮城方⾯より　「東北⾃動⾞道」で須賀川インターから⽯川町へ３０分
　　　　　　　　
・「列⾞利用」の場合
　　東京および宮城方⾯より「東北新幹線」郡⼭下⾞、
　　水郡線（水⼾までの線）で４５分　磐城⽯川駅下⾞

みやこ旅館

しおや

井筒屋
⻄田屋
薬王館

美保旅館

高蔵内源泉
⺟畑元湯

八幡屋
宿泊施設名

ホテル下の湯
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