
主 　 　旨

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)
主 　 　管 JBCF（一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟)
協 　 　力 栃木県自転車競技連盟　（公財）宇都宮市スポーツ振興財団　清原地域振興協議会
後 　 　援 宇都宮市 宇都宮市教育委員会 （公財）日本自転車競技連盟 下野新聞社 とちぎテレビ 足利銀行 作新学院大学（予定）
ツアー協賛 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

1.開催日 2014年3月23日(日)

2.開催地 栃木県 宇都宮清原工業団地内 周回2.7km
清原地区市民センター（栃木県宇都宮市清原工業団地15-4 　電話番号：028-667-5696）

3.スケジュール 3月22日(土）

選手
チーム

代表者
役員

15:00 17:00 ● ●
監督会議 16:30 17:00 ●

17:00 18:00 ●
- - ●

3月23日(日）

選手
チーム

代表者
役員

役員打合せ 8:15 8:45 ●

E2 9:15 10:02 ●

E1 10:15 11:16 ●

F 11:35 12:16 ●

スタートセレモニー 12:25 12:55 ● ● ●

P1 13:00 14:34 ●

E3 14:50 15:34 ●
表彰式 競技終了次第随時 表彰ステージ ●
(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) 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)）
※ ライセンス申請中の選手は必ず各車連に提出した申請書控えを持参の事。

(3) 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。
※ 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。
※ ライセンスコントロールは前日のみとなりますのでご注意下さい。

(4) 出走サインはスタートの10分前までに指定の場所で行うこと。
(5) 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。
(6) 大会当日のコミュニケは受付横に掲示する。
(7) 当日の交通規制時間は8:45～15:45となります。

4.競技内容

5.表 　 　彰 (1) JPT 1位～3位 賞状 　賞品（JBCF規定）
(2) JET 1位～6位 賞状 　賞品（JBCF規定）
(3) JFT 1位～3位 賞状 　賞品（JBCF規定）
(4) スプリント賞 1位 賞品（上記規定毎に贈呈）
※ 出走人数が５名以下の場合は、１位のみ表彰とする。
※ 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.大会競技規則 　 日本自転車競技連盟の競技規則集2013年 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2013』 

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2013』（JCFサイト内）
http://jcf.or.jp/wp2012/wp-content/uploads/downloads/2013/04/JCF_Rule_2013_print.pdf
『JBCF GUIDE 2014-2<競技編>』（JBCFサイト内）
http://www.jbcf.jp/docs/2014/JBCF_GUIDE_2014-2.pdf

2.7kmコース

役員打合せ

ライセンスコントロール

試走

第1回 JBCF 宇都宮クリテリウム
JBCFロードシリーズ

Ｊプロツアー第1戦／Ｊエリートツアー第1戦／Ｊフェミニンツアー第1戦

【大会実施要項】
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

内 　 　容 開 　始 終 　了 場所／備考

対象者

清原地区市民センター

内 　 　容 終 　了開 　始

対象者
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スタート地点

2.7kmコース

2.7kmコース

2.7kmコース

清原地区市民センター
清原地区市民センター

競技本部

コースは規制されませんのでご注意下さい

場所／備考

クラスタ 競技内容 コース 距離 レイティング 中間スプリント スプリント賞（1位のみ）

P 25 周 2.7 67.5km A ---- 5周ごと、4回

E1 16 周 2.7 43.2km B 7回 ----

E2 12 周 2.7 32.4km C 5回 ----

E3 11 周 2.7 29.7km D 5回 ----

F 9 周 2.7 24.3km F ---- ----
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http://jcf.or.jp/wp2012/wp-content/uploads/downloads/2013/04/JCF_Rule_2013_print.pdf
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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。
(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

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。
(3) ポイント配点

a 中間スプリントとして2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。

(4) 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。
(5) 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。
(6) 原則として周回遅れは失格とする。各クラスタにおいて先頭競技者がD地点通過時以降はI地点にてタイムアウトとなる。
(7) スプリント賞を上記『4.競技内容』の通り実施する。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。
(8) 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）
(9) 飲食料の補給は全クラスタ無しとする。

(10) 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。
(11) エントリー数によっては組み分けをする場合がある。
(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 競技役員の認定を受ける選手はマップに記載する「A~I」で待機、役員の指示で集団復帰にする。
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 機材交換はコース全域で認める。

(13) 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
にはレース続行することはできない。残り２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。

(14) 競技者は、機材補給ピット以外のいかなる場所でも、食料、食料袋、ボトル、⾐類等を投棄してはならない。
(15) JPT上位10チームは出走サインをステージトラックにて実施する。その際取材などには配慮すること。

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

9.参加料 男子 6,300円／名
女子 3,150円／名
ユース 　ジュニア 3,150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。
（本大会は3月開催なので消費税は5％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 3月9日（日）エントリー締切
 　＆参加料引落日 3月31日（月）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。

14.宿泊 宿泊の手続きは各自でおこなって下さい。

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）

倉持整形外科芳賀 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1066 028-687-1561

城東クリニック 宇都宮市峰1-1-33 028-636-3421

済⽣会宇都宮病院 宇都宮市竹林町911-1 028-626-5500

宇都宮市夜間休日救急診療所 宇都宮市竹林町968 028-625-2211

芳賀赤十字病院 栃木県真岡市台町2461 0285-82-2195

宇都宮東病院 栃木県宇都宮市平出町368番地8 028-664-1551

宇都宮東部クリニック 宇都宮市清原台5丁目14-19 028-667-5000

清原台整形外科 栃木県宇都宮市野高谷町299-3 028-667-5600

斉藤内科クリニック 栃木県宇都宮市清原台1-9-17 028-667-8833
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