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第2回 JBCF 宇都宮ロードレース

主催 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）
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●大会実施概要

１．名称 ・・・第2回 JBCF 宇都宮ロードレース
２．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）
３．主管 ・・・JBCF（一般社団法人 全⽇本実業団⾃転⾞競技連盟）
４．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

⾜利銀⾏ 作新学院大学
５．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
６．協⼒ ・・・（公財）宇都宮市スポーツ振興財団 清原地区市⺠センター

清原地域振興協議会 キヤノン株式会社宇都宮事業所
株式会社フィリップス・エレクトロニクスジャパン

７．スケジュール

選手 チーム
代表者 コミッセール

14:50 15:50 ● ● ○※担当

15:50 16:20 ● ○※担当

16:30 17:00 ● ○※ﾊﾟﾈﾙ

17:00 17:30 ●

5月13日（日）

選手 チーム
代表者 コミッセール

交通規制開始 8:30
試走 8:30 8:50 6.7kmコース ● ○※担当
E3決勝 1組 9:00 9:40 6.7kmコース ● ●
E3決勝 2組 9:55 10:35 6.7kmコース ● ●
E2 10:50 11:40 6.7kmコース ● ●
F 11:55 12:45 6.7kmコース ● ● ●
JPTスタートセレモニー 13:00 13:10 6.7kmコース ● ●
P1決勝 13:10 15:35 6.7kmコース ● ●
E1 15:50 17:10 6.7kmコース ● ●
表彰式 競技終了次第随時 大会本部付近特設ステージ ○※入賞者
交通規制終了 17:30
(1) 選手受付/ライセンスコントロール︓

・当⽇受付は無く、すべて前⽇受付となります。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。
・前⽇のクリテリウムにも参加される選手については、クリテリウムの受付と同時に当ロードレースも受付けます。
・「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。

(2) 試走︓
前⽇はコースの交通規制がありませんので、試走は各チーム代表者の責任下で、安全に十分に配慮してください。
なお、前⽇・当⽇ともに、試走中は設営作業も同時進⾏していますので、ご注意ください。

（3）交通規制時間︓レース当⽇の「8:30〜17:30」となります。規制時間外は法規走⾏の遵守にご協⼒ください。
(4) マネージャーミーティング︓

・前⽇の16:30〜17:00に、クリテリウムの会場で実施します。当⽇のロード会場では実施しませんのでご注意ください。
・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。

対象者
内 　 　容 開 　始 終 　了 場所／備考

役員打合せ
5/13宇都宮ロード分 清原地区市⺠センター

選手受付/ライセンスコントロール 大会本部テント

チームアテンダント
ライセンスコントロール 大会本部テント

マネージャーミーティング
5/13宇都宮ロード分 清原地区市⺠センター

対象者
内 　 　容 開 　始 終 　了 場所／備考
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8．競技種目

9．競技規則

クラスタ 競技内容 コース/1周 距離 レイティング
P1 14 周 6.7 km 93.8km AAA
F 4 周 6.7 km 26.8km F
E1 6 周 6.7 km 40.2km B
E2 4 周 6.7 km 26.8km C
E3 3 周 6.7 km 20.1km D

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、『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/?page_id=218
※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。
大会特別規則は別途ホームページ等で発表する。
(1) 最終周回のフィニッシュライン通過順位により最終順位を決定する。
(2) 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。
(3) ボディゼッケンを緊急の際に使用するので『JBCF GUIDE＜競技編＞の最新版』を参照のこと。

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。
(4) （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) 重量を調整する目的の付加物は認めない。
(6) ナンバープレート（P1を除く）と計測タグを持ち帰ってしまった場合は早急に業務部（race@jbcf.or.jp）までメールすること。
(7) 前⽇のレースで⾃動昇格した選手は、昇格後のカテゴリーで出走すること。（ゼッケン、計測タグは同じものを使用する）

10．その他参加にあたっての注意事項
(1) レーススタート時刻や表彰式開始時刻などのスケジュールは、変更の可能性がありますのでご注意ください。
(2) 土-⽇の両⽇とも参加される選手は、『フレームプレート』『ボディゼッケン』『計測タグ』を継続してご使用ください。
(3) 会場周辺の公道走⾏に際しては、道路交通法の厳守はもとより、モラルやマナーにも留意されるよう⼼掛けてください。
(4) 出走サインは「スタートの10分前までに⾏ってください。
(5) 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）
(6) 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。
(7) 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。

●コミッセール
レースディレクター 渋井 亮太郎
チーフコミッセール 伊藤 将史
コミッセールパネル 伊藤 将史/藤田 将志/中安 基之/片岡 浩/⼒⽯ 達也
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●会場（詳細一覧）

開催地 鶴カントリー倶楽部周辺特設コース/周回6.7km
（※右回り︓前年の同大会に対して逆回りとなります）

大会本部 宇都宮市森林公園駐⾞場付近
栃木県宇都宮市福岡町1074-1（TEL:028-652-3450）

選手受付 清原地区市⺠センター
/ライセンスコントロール 栃木県宇都宮市清原工業団地15-4 （TEL:028-667-5696）

第5回 JBCF 宇都宮クリテリウム 大会本部テント内
5月12⽇（土） 14:50~15:50

JPT優先駐⾞場 宇都宮市森林公園駐⾞場付近
栃木県宇都宮市福岡町1074-1（TEL:028-652-3450）
※TOP-Pチームと、Pチームのでは、駐⾞場所と駐⾞動線が異なるので、

ご注意ください。P.5「コースマップ」参照のこと。

チームアテンダント 清原地区市⺠センター
ライセンスコントロール 栃木県宇都宮市清原工業団地15-4 （TEL:028-667-5696）

第5回 JBCF 宇都宮クリテリウム 大会本部テント内
5月12⽇（土） 15:50~16:20

マネージャーミーティング 清原地区市⺠センター内会議室
栃木県宇都宮市清原工業団地15-4 （TEL:028-667-5696）
5月12⽇（土） 16:30~17:00

役員打ち合わせ 清原地区市⺠センター内会議室
栃木県宇都宮市清原工業団地15-4 （TEL:028-667-5696）
5月12⽇（土） 17:00~17:30

選手駐⾞場 多気⼭不動尊北参道駐⾞場
/一般駐⾞場 P.5「コースマップ」参照のこと。
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E／F選手駐⾞場
【多気⼭北側参道駐⾞場】

・E/F総務テント
・インフォメーションボード
・トイレ

E／F選手
駐⾞場〜メイン会場導線

TOP-P以外のJPT
チーム⾞両導線

TOP-P
⾞両導線

第2回 JBCF 宇都宮ロードレース5/13(⽇)
MAP① 会場・コースマップ

■P1 93.8km
6.7km×14周

■E1 40.2km
6.7km×6周

■E2 26.8km
6.7km×4周

■E3 20.1km
6.7km×3周

■F 26.8km
6.7km×4周

残1km
残2km

残3km

残4km

残5km

残6km

TOP-P以外の
JPTチーム優先駐⾞場②

・関係者駐⾞場 B
鶴カントリークラブ

S/F

・大会メイン会場
・大会本部
・TOP-P優先駐⾞場①
・インフォメーションボード
・トイレ
【宇都宮市森林公園】

レースコース

残1km

残2km
残3km残4km

残5km

残6km

補給エリア

【通⾏証提⽰場所】

・関係者⾞場 A
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10

1 宇都宮ブリッツェン
2 マトリックスパワータグ
3 シマノレーシング
4 VICTOIRE 広島
5 那須ブラーゼン
6 東京ヴェントス
7 イナーメ信濃⼭形
8 LEOMO Bellmare Racing Team
9 KINAN Cycling Team
10 群⾺グリフィン

11 チームブリヂストンサイクリング
12 FIETS GROEN ⽇本ロボティクス
13 Honda 栃⽊
14 なるしまフレンド　レーシングチーム
15 eNShare-エルドラード
16 弱⾍ペダル サイクリングチーム
17 VC FUKUOKA
18 シエルヴォ奈良MIYATA-MERIDAレーシングチーム

19 ACQUA TAMA EURO-WORKS
20 ウォークライド・バイク
21 EQADS

関係者駐⾞場

ステージトラック
ゲスト控室

運営本部

コースイン動線

選⼿控室

出⾛サイン

観客エリア

レースコース

ディビエーション

救護所

FINISH動線

レースコース 関⾨

トイレ

トイレ

計測
競技本部

VIP

実況
⾳響

常設トイレ

横断エリア

スタート／フィニッシュ

⼤会本部

21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11

JPT優先駐⾞図 ②

優勝当てクイズ
弱虫ペダルサイン会

A

JPT優先駐⾞図 ①

21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
関係者駐⾞場 B

第2回 JBCF 宇都宮ロードレース
5/13(⽇) MAP② 会場レイアウト
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7

レースコース

第2回 JBCF 宇都宮ロードレース
5/13(⽇) MAP③ E/F 会場レイアウト

選⼿、関係者
徒歩、⾃転⾞通路

・インフォメーションボード
・タグ回収
・プレート回収

トイレ



第2回 JBCF 宇都宮ロードレース5/13(⽇)
MAP④ 注意箇所図

A コーナー鋭角注意
E／F選手駐⾞場

残1km

残2km

残3km

残4km

残5km

残6km 鶴カントリークラブ

S/F

補給エリア

A

B

C
B 高速注意

C 「池」のS字コーナー注意︕︕

残1km

残2km
残3km残4km

残5km

残6km
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①
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⑯
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TOP-P以外のJPT
チーム⾞両導線

第2回 JBCF 宇都宮ロードレース5/13(⽇)
MAP⑤ 駐⾞場・シャトルバス レイアウト

残1km
残2km

残3km

残4km

残5km

残6km

TOP-P以外の
JPTチーム優先駐⾞場②

・役員駐⾞場 B
鶴カントリークラブ

S/F

・大会メイン会場
・大会本部
・TOP-P優先駐⾞場①
・インフォメーションボード
・トイレ
【宇都宮市森林公園】

レースコース

【通⾏証提⽰場所】

・役員駐⾞場 A
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シャトルバス運行予定時刻
① 始発：9時00分
④ 最終：17時30分

※待ち時間はおよそ20分～30分

E／F選手駐⾞場
【多気⼭北側参道駐⾞場】

・E/F総務テント
・インフォメーションボード
・トイレ

シャトルバス発着所②
（一般駐車場、プレス駐車場）

【多気山南側参道営駐車場】

シャトルバス発着所③
（一般駐車場、プレス駐車場）

【大谷市営駐車場】

シャトルバス発着所①
（一般駐車場）

【ＪＡうつのみやライスセンター】

シャトルバス発着所④
【羽柴産業㈱前】

シャトルバス導線



第2回 JBCF 宇都宮ロードレース
大会特別規則

Part1 General Aspects / 第1部 総務事項
A. 第2回 JBCF宇都宮ロードレース

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⻘少年の⼼⾝の錬
磨と高揚を図るとともに、⽇頃の修練の成果を試し、明⽇への成⻑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

C. 救急措置
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チームカーの運用は⾏わない

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
宇都宮東病院 栃木県宇都宮市平出町368番地8 028-664-1551
国⽴病院機構栃木医療センター 栃木県宇都宮市 中⼾祭1-10-37 028-622-5241

（※状況により別の病院に搬送される場合もある。会場の救護所では応急処置のみとなります）

Part2 Technical Aspects / 第2部 競技事項

ARTICLE 1. / 第1条 主催者
この第2回 JBCF 宇都宮ロードレースは、（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とサイクルスポーツマネージメント（株）が主催し、JBCFが競技面
を主管して開催される。当大会は、2018年5月13⽇で⾏われる。

この大会は、JBCF GUIDE 2018-1＜登録編＞に従い、2018年度JBCF時加盟登録完了者が、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 8.競技種目」に記載のレイティングに従い、JBCF 2018 Road Series ポイント
表に従い、ポイントが付与される。また、Two In One 大会においては、特別不可ポイント制度が適用される。
（JBCF GUIDE 2018-2＜競技編＞参照）
付与されたポイントは、JBCFレースランキングに反映される。

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、チーム代表者会議について

大会本部は、「大会本部」に記載の通りとし、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、
チーム代表者会議の場所と時間については、 「大会実施概要 7.スケジュール」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、大会本部近くのインフォメーションボード、JBCFのホームページに掲載する。

ARTICLE 6. / 第6条 ラジオツアー
ラジオツアーは、実施しない。



ARTICLE 12. / 第12条 スタート方式について
全クラスタとも、ローリングスタートとする。正式スタートは、先導モト・コミッセール、
コミッセール2の合図により⾏う。ローリングスタート中の事故による正式スタートの延期は原則として⾏わない。

ARTICLE 7. / 第7条 招集・出発
(1)競技者は、スタート時刻の10分前までにサインシートにサインした上で、

指定の招集場所に集合し、準備しなければならない。サインシートと、招集の場所は、
P.6「MAP2 ︓メイン会場レ イアウト」を参照のこと。

(2)出発 スタート時刻10分前から各クラスタのリーダーは、通告に従い招集ラインからスタートラインに移動する。

競技中のニュートラルサポートはP1、F及びE1（安全が確保できた場合）においてMAVIC及び主催者にて⾏う。
ARTICLE 8. / 第8条 ニューラルサポート

ARTICLE 9. / 第9条 飲⾷料の補給
飲⾷料の補給はＰ1クラスタでのみ認める。
補給エリアはＭＡＰに⽰した箇所のみとし、それ以外の場所での補給は禁⽌する。
飲料ボトル、サコッシュ等の投棄は、指定された補給エリアと廃棄ゾーン（グリーンゾーン）以外において禁⽌する。
補給可能周回については６周回完了手前（40.0㎞）から１２周回完了手前（80.2㎞）までとする。

ARTICLE 10. / 第10条 機材の補給
機材の補給はすべてのクラスタにおいて認める。
補給エリアはＭＡＰに⽰した箇所のみとし、それ以外の場所での補給は禁⽌する。

ARTICLE 11. / 第11条 タイムアウト
すべてのクラスタにおいて先頭から一定時間遅れた選手はタイムアウトとする。
関門及び移動⾞両よりタイムアウトを宣告された選手はレースから除外される。

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、JCF競技規則、及び JBCF GUIDEによる。

・以上に加え、JBCF GUIDE＜登録編＞B.JBCF Road Series 規定に基づき、
各ツアーリーダーが表彰される。

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 賞状、賞品 （JBCF規定）
(2) E1、E2、E3 1位〜6位 賞状、賞品 （JBCF規定）
(3) F 1位〜3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。
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ARTICLE 16. / 第16条 公式式典
参加者は全員、主催者の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。各
ツアーの首位の競技者には、それを⽰すリーダージャージを着用することを義務付ける。
公式式典は、下記の通りである。時間を確認し、出席すること。

A.各クラスタの競技終了後の表彰式
11:00-11:20 E3 表彰式
11:55-12:10 E2 表彰式
13:30-13:45 F 表彰式
16:00-16:30 Jプロツアー 表彰式
17:25-17:40 E1 表彰式
※時間は、予定となります。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下さい。
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