
主　　旨

主　　催 ⼭⼝県⾃転⾞競技連盟／JBCF（⼀般社団法⼈ 全⽇本実業団⾃転⾞競技連盟)
後　　援 ⼭⼝県／⼭⼝市／公益財団法⼈⼭⼝県体育協会
主　　管 ⼭⼝県⾃転⾞競技連盟
特別協賛 丸久グループ
ツアー協賛
（順不同）

1.開催⽇ 2014年10⽉26⽇(⽇)

2.開催地 ⼭⼝きらら博記念公園・北側駐⾞場特設コース（１周約2.3km）
住所：⼭⼝県⼭⼝市阿知須509番50　⼭⼝きらら博記念公園

3.スケジュール 10⽉26⽇(⽇）

選⼿ チーム
代表者 ⼤会役員

開⾨ 8:00 - ● ● ●
10:00 11:30 ● ●

試⾛ 8:00 8:50 ●
役員打合せ 8:10 8:30 ●
監督会議 11:00 11:20 ●
⼀般の部 9:00 12:30
競技 12:30 16:50 ●
(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監督会議に出席してください。
(4) 前⽇受付はいたしません。⼤会当⽇のみの受付です。
(5) 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（JBCF GUIDE 2014-2<競技編>5-(1)）
(6) ⼀般の部とのWエントリーを認める。参加申し込みは、⼭⼝県⾃転⾞競技連盟のホームページを参照のこと。

競技時程
内　　容 スタート 最終ゴール 周回数（距離）

マスターズ（40歳以上） 9:00 9:30 6周（13.8㎞）
ユース（中学⽣以下の男⼦） 9:30 10:00 6周（13.8㎞）
レディース（⼥性）
エリート 10:00 11:00 14周（32.2㎞）
（2014年JCF競技登録者）
バンビーノ（⼩学3年⽣以下） 11:00 11:30 2周（4.6㎞）
キッズ（⼩学6年から4年⽣） 3周（6.9㎞）
ジュニア 11:30 12:00 7周（16.1㎞）
（2014年JCF競技登録者）
エキスパート（中学⽣以上）
スポーツ（⼩学⽣以上） 12:00 12:30 6周（13.8㎞）

ライセンスコントロール 競技本部、受付テント
コース
競技本部前
競技本部前

コース
コース

⼀
般
の
部

第2回 JBCF きらら浜クリテリウム
JBCFロードシリーズ

Ｊエリートツアー第29戦／Ｊフェミニンツアー第28戦

⼤会実施要項

開　始 終　了 場所
対象者

本⼤会は、⾃転⾞競技の選⼿層の底辺拡⼤及び全国レベルの選⼿の育成を主たる⽬的とし、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

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 きらら浜サイクルミーティング10⽉⼤会】
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E3-1決勝 12:30 13:00 7周（16.1㎞）
E3-2決勝 13:00 13:30 7周（16.1㎞）
E3-3決勝 13:30 14:00 7周（16.1㎞）
E2-1決勝 14:00 14:40 10周（23.0㎞）
E2-2決勝 14:40 15:20 10周（23.0㎞）
F決勝 15:20 15:50 7周（16.1㎞）
E1決勝 15:50 16:50 14周（32.2㎞）
表彰式 競技終了次第随時
＊出⾛サインは各スタート時間10分前までとするので注意のこと。
＊スタート時間等は申込み⼈数により後⽇、変更する場合がある。

4.競技内容 【種⽬】
ツアー クラスタ レースレイティング

E1 クリテリム配点
E2 クリテリム配点
E3 クリテリム配点 ＊各クラスタにおいて予選を⾏わず、⼀発決勝とする。

JFT F クリテリム配点 ＊配点については『JBCF GUIDE 登録編』を参照の事

5.表彰 (1) 個⼈男⼦ 1位〜6位 賞状、賞品（JBCF規定）
(2) 個⼈⼥⼦ 1位〜3位 賞状、賞品（JBCF規定）
(3) スプリント賞 1位〜3位 賞品・決勝のみ・⼥⼦は1位のみ
※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.特別規則 (1) マスドスタート⽅式の個⼈クリテリウムロードレースとする。（最終周回の着順によって最終順位を決定する。）
(2) 原則として周回遅れは失格とする。数名の周回アップはアドバンテージを認める。

《周回遅れの判定》先⾏広報⾞両に追い抜かれた選⼿
(3) 機材の補給については、監督会議・コース図に明⽰するピットでコミッセールの指⽰のもと⾏う。
(4) 飲⾷料の補給は、認めない
(5) ニュートラリゼーション

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。この適⽤を受けた選⼿は
適⽤直後のポイント周回での得点は付与されない。

(6) 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1周回での事故の場合は
事故時位置していた集団の最後尾の順位を付与する。

(7) スプリント賞（対象者は完⾛を条件としない）
各E1,E2,E3,Fカテゴリー決勝に於いて3周回毎のスプリント周回1位通過者に賞品を与える。
＜スプリント賞予定回数＞　E1:４回、E2:３回、E3:２回、F:２回

(8) スタートリスト
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。

(9) ⼭⼝県⾃転⾞競技連盟のホームページにイベントの全体の情報を公開するので参考にしてください。
(10) ボディナンバーは腰の位置に２枚、背⾻を挟んで左右に5cm離して装着すること。
(11) 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。
(12) ジュニア、ユースの選⼿のギア規制は、JCFの2013年競技規則に準ずる。

（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）
(13) 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・申請書控のコピーは認めない。
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（JBCF GUIDE 2014-2<競技編>5-(1)）

(14) 監督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。

(15) ⼤会当⽇のコミュニケは受付横に掲⽰する。
(16) レーススケジュールは変更することがある。
(17) 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競技委員⻑が判断した場合、

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。
⽇本⾃転⾞競技連盟の競技規則集【最新版】 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、『2014版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。
※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。
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.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

JET
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8.参加料 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。

9.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 /RaceSelect14.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。

10.申込み締切⽇ 10⽉12⽇（⽇）　エントリー締切
＆参加料引落⽇ 10⽉31⽇（⾦）　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。

11.駐⾞場について ⼤会時には、会場となる公園内では他団体のイベント等が開催されております。
公園内の園路は、歩⾏者優先で⾃転⾞での⾛⾏は禁⽌されておりますので、ご協⼒をお願いいたします。
駐⾞場は所定の場所をご利⽤ください。また、駐⾞場は公園利⽤者との共有スペースとなる為、
⾃⾛でのウォーミングアップはご遠慮ください。コース内の空いたスペース⼜は、
各選⼿、チームの責任の元で公道で⾏ってください。

12.エントリーに JBCF事務局 本部  （平⽇9：00〜17：00）
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
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 ＜⾞でお越しの⽅＞
アクセス ●⼭陽⾃動⾞道⼭⼝南ＩＣ　　 　約１５分

●⼭陽⾃動⾞道宇部下関線経由
⼭⼝宇部道路阿知須ＩＣ　　　　 約５分

＜⾶⾏機でお越しの⽅＞
●⼭⼝宇部空港から　　　　 ⾞で約１５分

＜電⾞でお越しの⽅＞
●JR新⼭⼝駅から　　　　　⾞で約１０分
●JR宇部線阿知須駅から　　徒歩約１５分

15.救急搬送先病院（※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）

⼭⼝⼤学医学部付属病院
〒755-8505 ⼭⼝県宇部市南⼩串1-1-1
TEL　0836-22-2111

⼭⼝県⽴総合医療センター
〒747-8511 ⼭⼝県防府市⼤字⼤崎77番地
TEL　0835-22-4411
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