
主　　旨

主　　催 NPO法⼈ SPORTS PRODUCE熊野
共　　催 JBCF（⼀般社団法⼈ 全⽇本実業団 ⾃転⾞競技連盟)
後　　援 和歌⼭県　　和歌⼭県 ⾃転⾞競技連盟　　和歌⼭県 サイクリング協会　　⼀般社団法⼈ ⾃転⾞協会

⼀般社団法⼈ 和歌⼭県 体育協会　　⽩浜町　　⽩浜町 教育委員会　　⽩浜町 観光協会　　⽩浜町 商⼯会
⽩浜町 商⼯会 ⻘年部　　⽥辺市 教育委員会　　⽥辺観光協会　　⽥辺商⼯会議所
⽥辺商⼯会議所 ⻘年部　　⽥辺市 サイクリング協会　　新宮市 教育委員会　　FM TANABE 株式会社

主　　管 JBCF（⼀般社団法⼈ 全⽇本実業団 ⾃転⾞競技連盟) 
特別協賛 株式会社キナン
ツアー協賛

1.開催⽇ 2014年4⽉20⽇(⽇）

2.開催地 旧南紀⽩浜空港跡地(滑⾛路周回1.5Kmコース)
住所：和歌⼭県⻄牟婁郡⽩浜町

3.スケジュール 4⽉19⽇(⼟)

JET,JFT個⼈タイムトライアル 13:10※ 14:50
P1チームタイムトライアル 14:55※ 17:05

4⽉20⽇(⽇)

選⼿  チーム代表者 ⼤会役員
ゲートオープン 7:40
試⾛ 7:50 8:50 ●
役員集合・会議 7:40 ●
ライセンスコントロール 7:50 8:50 ● ●
監督会議 8:30 8:45 ●
競技 9:00 16:30
(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。
※1)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を調べて来て頂けると受付が円滑に進められます。
※2)⼟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』は同じ物を使⽤いたします。当⽇受付の申請は不要で
(3)前⽇のレースで昇格した場合は、昇格後のカテゴリーで出⾛してください。（ゼッケン、計測タグは同じものを使⽤してください）
(4)チーム代表者は必ず監督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。
(5)11:30〜13:05  コース中央部において軽快⾞レースを実施
(6)11:35〜12:30  スーパーカーエリアにおいてイベント(スーパーカーフリートーク)を実施予定

競技時程
内　　容 スタート 最終ゴール 所要時間
P1予選1組 9:00 9:30 30分
P1予選2組 9:35 10:05 30分
スタートセレモニー 10:07 10:13
E3決勝1組 10:15 10:47 32分
E3決勝2組 10:50 11:22 32分
ママチャリ・ストライダー集合 11:15
ストライダー 11:30 11:35 5分
ママチャリレース 11:35 13:05 90分
スーパーカーフリートーク 11:35 12:30 55分
F決勝 13:35 14:00 25分
P1決勝 14:05 15:00 55分
E1決勝 15:05 15:50 45分
E2決勝 15:55 16:30 35分
表彰式
※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。
※出⾛サインはスタートの10分前までに⾏うこと。予選/決勝共に記⼊のこと。

スタートラインからスタート
スタートラインからスタート
スタートラインからスタート
スタートラインからスタート

競技終了次第随時

スタートライン
スタートラインからスタート
スタートラインからスタート

⼀般の部

⼀般イベント　会場:スーパーカーエリア
⼀般の部
⼀般の部

備考
スタートラインからスタート
スタートラインからスタート

内　　容 開　始 終　了

対象者内　　容

指定テント内
指定テント内
旧⽩浜空港跡地内管理塔建物前

場所終　了開　始

第4回　JBCF　⽩浜クリテリウム
Ｊプロツアー第4戦／Ｊエリートツアー第5戦／Ｊフェミニンツアー第5戦

本⼤会は、⻘少年の⼼⾝の鍛練と⾼揚を図り、⽇頃の修練の成果をクリテリウム競技独特のレースで試し、
スピードの極限に挑み、もって世界に⾶躍する選⼿の養成の⼀助とする。

⼤会実施要項

株式会社 シマノ　　株式会社 パールイズミ　　ブリヂストンサイクル 株式会社　　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

併催レース：⼀般の部
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4.競技内容

※各クラスタにおいて、申し込みが70名以下の場合、予選を⾏わず、⼀発決勝とする場合がある。

5.表　　彰 P1 1位〜3位 賞状、賞品（JBCF規定）
E1,E2,E3 1位〜6位 賞状、賞品（JBCF規定）
F 1位〜3位 賞状、賞品（JBCF規定）
ポイント賞（P、F） 1位〜3位 賞品（JBCF規定）・決勝のみ
※出⾛⼈数が5名以下の場合は、1位のみ表彰とする。

6.⼤会競技規則 ⽇本⾃転⾞競技連盟の競技規則集　JBCF GUIDE 2014-2＜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 2014-2<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
『JBCF GUIDE 2014-2<競技編>』（JBCFサイト内）
http://www.jbcf.jp/docs/2014/JBCF_GUIDE_2014-2.pdf

7.⼤会特別規則 (1) マスドスタート⽅式のクリテリウムレースとする。

(3) 中間スプリント配点
a 中間スプリントとして3周回ごとにS/Fラインを通過した先頭から5点、3点、2点を与える。
b 最終ゴールは先頭から5点、3点、2点を与える。
(3) 原則として各クラスタ周回遅れは失格とする。ただし、数名による周回アップはアドバンテージを認める。
(4) ポイント賞
　　・P、Fクラスタのみ対象とする。
　　・ポイントチェック位置はフィニッシュ地点
　　・各カテゴリー決勝に於いては規定周回完了時のチェックポイント通過順に１〜３位通過者に得点を
　　　与え(1位5点､2位3点､3位2点)その合計により１〜３位にポイント賞を与える。
　　　但し、ニュートラリゼーションを適⽤後復帰した周回は対象外とする。また、完⾛は問わない。
　　　P1：5,10,15,20周回完了時
　　　F：5周回完了時
(5) 勝ち上がりの仕組み
　　※予選により決勝進出者を決める勝ち上がり⽅式で⾏う。
　　《勝ち上がりの仕組み》
　　　予選2組→各組上位30名→60名決勝進出(予定)
　　　スタートリストはJBCFホームページで発表します。申し込まれた選⼿やチーム代表者はJBCF
　　　ホームページのチェック、および代表者宛のメールで確認すること。
(6) 本⼤会は予選決勝⽅式のクリテリウム⼤会のため、各ツアーリーダーに与えられる最前列スタート権は、決勝のみに適⽤する。
(7) 出⾛の意思があり、スタート時間に間に合わず出⾛できないものは失格（DSQ）とする。
(8) ボディゼッケンは腰の位置に２枚、背⾻を挟んで左右に5cm離して装着すること。
(9) ボディゼッケンを緊急の際に使⽤するので『JBCF GUIDE 2014-2<競技編>』4.(13)を参照のこと。
(10) 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）
(11) 飲⾷料の補給は、認めない
(12) ニュートラリゼーション
　　a 各カテゴリーのレースにおいて1周のニュートラリゼーションを認める。認定が同⼀周回中に⾏われない場合は認めない。
　　b ニュートラリゼーション適⽤直後のポイント周回での得点は付与されない。
　　c 適⽤条件は「落⾞」「パンク」「⾃転⾞の重要部分の破損」に限定する。⾃⾝の整備不良による適⽤は認めない。
　　d 競技役員の認定を受けた選⼿は「補給ピット」で待機、役員の指⽰で位置していた集団へ復帰にする。
　　e 補給ピットはマップを参照のこと。
　　f 機材の補給についてはコース内に定める補給ピットのみで認める。
　　g 機材交換はチームでのサポートで対応すること。対応遅れで規定の周回内に事故発⽣位置に
　　　復帰が不可能であったときにはレースを続⾏することはできない。残り1km以内での事故の場合は
　　　事故時位置していた集団の最後尾の順位を付与する。
　　h 最終周回のニュートラルによる復帰は認めない。
(13) エントリー数によっては組み分けをする場合がある。
(14) レーススケジュールは変更することがある。その場合にはコミュニケにて発表する。

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。 『JBCF GUIDE 2014-1<登録編>』P18参照

　　最終順位を決定する。同ポイントの場合は中間スプリントの勝数（1着の数）による。以上においても同等の場合は、最終スプリントの順位による。
(2) P、Fクラスタは最終周回の着順によって最終順位を決定する。エリート（E）クラスタはS/F地点中間スプリントで与えられる得点を基に

クラスタ レースレイティング 各組通過 → 中間スプリント周回 ポイント賞周回
P1 A 30名 → - 5、10、15、20
E1 B - → 3、6、9、12、15 -
E2 C - → 3、6、9、12 -
E3 D - → 3、6、9 -
F F - → - 5

決勝
1.5km×25周(37.5km)

予選なし

予選なし
予選なし

予選なし

予選
1.5km×13周(19.5km)

1.5km×18周(27km)

1.5km×12周(18km)
1.5km×15周(22.5km)

1.5km×9周(13.5km)
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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
昨年まで法⼈設⽴後3年間の消費税免除だったが、本年から⼤会参加料のみ消費税負担となる。

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://www.jbcf.jp
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、下記引落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 4⽉8⽇（⽕）　エントリー締切
　＆参加料引落⽇ 4⽉30⽇（⽔）　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 事務局 本部（2014年よりメールアドレスが変更となりました） 　
関する問い合せ先 info@jbcf.or.jp

※問い合わせは、全てEメールとします。

13.レースに関する JBCF 事務局 事業部（2014年よりメールアドレスが変更となりました） 　
　　　問い合せ先 race@jbcf.or.jp

・電話：04-7189-0100 　FAX：04-7189-0022
※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。
（レース開催⽇明けの⽉曜⽇は定休⽇となります）

14.会場への ＜⾃動⾞をご利⽤の場合＞
　　　アクセス ●⼤阪・神⼾(阪神⾼速湾岸線)りんくうＪＣＴ(関空⾃動⾞道)〜泉佐野ＪＣＴ(阪和⾃動⾞道)〜

　みなべＩＣ(Ｒ４２)〜⽩浜温泉(りんくうＪＣＴから２時間)〜南紀⽩浜空港
●名古屋・京都(名神⾼速道路)〜吹⽥ＪＣＴ(近畿⾃動⾞道)〜松原ＪＣＴ(阪和⾃動⾞道)〜
　みなべＩＣ(Ｒ４２)〜⽩浜温泉(吹⽥ＪＣＴから２時間３０分)〜南紀⽩浜空港

＜公共交通機関をご利⽤の場合＞
●新⼤阪(京都・天王寺)／ＪＲきのくに線スーパーくろしお／オーシャンアロー号(新⼤阪から２時間１０分)〜
　⽩浜(バス１５分)〜⽩浜空港〜徒歩１０分(旧空港)

15.救急搬送先病院 ⽩浜はまゆう病院 
和歌⼭県⻄牟婁郡⽩浜町 1447 番地 
TEL 0739-43-6200 
※状況により別の病院に搬送される場合もある。応急⼿当以外の処置は⾏わない。
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