
1/3

9/20ver

主 　 　旨

主 　 　催
主 　 　管 ⼭⼝県⾃転⾞競技連盟
⼤会特別協賛
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　　株式会社スポーツITソリューション
協 　 　⼒ 株式会社フィリップス・ジャパン

1.開催⽇ 2018年10⽉20⽇（⼟）

2.開催地 ⼭⼝県平⽣町　⼤星⼭特設コース　全⻑約8.1km（標⾼差428m、平均斜度5.1%）
⼭⼝県熊⽑郡平⽣町⼤字平⽣村584　柳井紙⼯株式会社（駐⾞場）

3.スケジュール 10⽉20⽇（⼟）

選⼿
チーム
代表者

コミッセール

駐⾞場オープン 6:00
8:00 8:10 ● ● ●

7:30 8:15 ●⼀般
○

※担当者

7:30 8:30 ● ●
○

※担当者
役員打合せ 8:10 8:40 ●

8:40 9:00 ●
○

※パネル
9:00

⼀般の部
1組 9:30 10:20 8.1kmコース ●⼀般 ●
2組 9:33 10:20 8.1kmコース ●⼀般 ●
3組 9:36 10:20 8.1kmコース ●⼀般 ●

9:39 10:30 8.1kmコース ● ●
F 9:42 10:30 8.1kmコース ● ●
E2 9:45 10:30 8.1kmコース ● ●
E3 9:48 10:30 8.1kmコース ● ●

競技終了後
表彰式 13:00 ●
（1）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。
・前⽇受付はいたしません。⼤会当⽇のみの受付です。

（2）マネージャーミーティング︓
・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名以上の有資格者の出席が必須です。
・出席に際しましては、受付での有効なライセンス提⽰と出席サインが必須です。

4.競技内容

※ 本⼤会は地域⽀援⼤会の対象としたため、「JBCFしゅうなんクリテリウム」にも出⾛した選⼿には両⼤会の
合算した取得ポイントの20％の付加ポイントを与えます。

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います。
JBCF（⼀般社団法⼈全⽇本実業団⾃転⾞競技連盟)　　平⽣町観光協会

丸久グループ

マネージャーミーティング

E1

開会式

ライセンスコントロール
（選⼿、チームアテンダント）

受付　⼀般の部

内 　 　容 開 　始

交通規制開始

表彰ステージ（柳井紙⼯駐⾞場）

第5回 JBCF ⼤星⼭ヒルクライム
JBCFロードシリーズ

Jエリートツアー第40戦／Jフェミニンツアー第37戦

【⼤会実施要項】

【併催レース︓⼀般の部　⼤星⼭サクルフェスタinひらお】

受付テント（柳井紙⼯駐⾞場）

交通規制解除

受付テント（柳井紙⼯駐⾞場）

終 　了 場　　所
対象者

受付テント（柳井紙⼯駐⾞場）

受付テント（柳井紙⼯駐⾞場）

受付テント（柳井紙⼯駐⾞場）

クラスタ 距離

F 8.1km
E1 8.1km
E2 8.1km
E3 8.1km

レースレイティング

Bh
Ch
Dh

Fh
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5.表 　 　彰 (1) E1、E2、E3 1位〜6位 賞状（JBCF規定）
(2) F 1位〜3位 賞状（JBCF規定）
※ 出⾛⼈数が５名以下の場合は、１位のみ表彰とします。
※ ⼊賞対象者は⼤会終了時までに受付にて賞品を受け取ってください。受け取り忘れの選⼿への対応は⼀切いたしません。

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いたします。
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』に基づきます。必ず、確認をして⼤会に備えてください。
http://www.jbcf.or.jp/images/2018/05/JBCF-GUIDE_2018_2_0531..pdf
『JCF競技規則集』（JCFサイト内） ※最新版を使⽤してください。
http://jcf.or.jp/road/rule/
※競技規則集（本）の購⼊希望者はメールにて連絡してください。
⼤会特別規則はテクニカルガイドに記載いたします。
（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離して装着してください。
（2）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　P.4　6.救護関連』を参照ください。
（3）ジュニア、ユースの選⼿のギア⽐規制は、JCF の競技規則に準じます。

（ジュニア、U17、U15、U13に 該当する選⼿は各ギア⽐規制に準じてください。）
（4）重量を調整する⽬的の付加物は認めません。
（5）⾃動昇格（1-3位）は翌⽇のレースより適⽤とします。
（6）翌⽇の⼤会に不参加の選⼿で、ナンバープレートと計測タグを持ち帰ってしまった場合は、

早急に事業部（shige1648sa@gmail.com）までメールしてください。
（7）下⼭は、⼤会役員の指⽰のもと、先頭⾞両に従って⾏ってください。
（8）下⼭時は追い越し禁⽌とします。
（9）レース中、下⼭時共に左側通⾏厳守してください。違反した選⼿は失格とします。

7.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、表彰式開始時刻は、変更の可能性があるので注意してください。
(2) ⼟⽇両⽇参加する選⼿は『プレート』『ゼッケン』『計測タグ』は同じ物を使⽤してください。
(3) 会場周辺の道路を⾛⾏する場合は道路交通法を厳守し、モラルを持ち、マナーを守って⾏動してください。
(4) 出⾛サインはスタートの15分前までに⾏ってください。
(5) スケジュール及び競技内容は変更する場合があります。
(6) ⼤会当⽇のコミュニケは受付横に掲⽰いたします。
（7）各E1、E2、E3、FカテゴリーのスタートリストはJBCFホームページで発表し、⼀般競技のカテゴリーのスタートリストは、

⼭⼝県⾃転⾞競技連盟のホームページで発表するので、選⼿やチーム代表者は各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してください。

(8) 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レースディレクターが判断した場合、
⼤会を中⽌または内容を変更することがあります。この場合参加料は返⾦いたしません。

(9) 荷物預かりについては、受付時に、選⼿1⼈につき荷札を1枚配布し、スタート地点で1⼈1個の荷物を
預かります（貴重品は除く）。フィニッシュ地点での引取り時には、他⼈の荷物と間違えないように、
必ず荷札に記⼊した上で預けてください。盗難、紛失、汚損等について主催側では⼀切責任を負いません。

(10) ⼤会当⽇は、本部会場におもてなし出店（昼⾷・バザール）をします。ご活⽤ください。
(11) 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。

8.ツアーポイント 規定のヒルクライムポイントを付与いたします。

9.参加料（税込） 【JBCF】
男⼦ 6,480円／名
⼥⼦ 3,240円／名
ユース 　ジュニア 3,240円／名

【⼀般の部】
※⼀般の参加料は⼀般の要項を確認してください。

(http://www.geocities.jp/yamaguchi98_cf/ooboshiyama/index.html)

10.申込⽅法 【JBCF】
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://app.jbcf.info/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。

【⼀般の部】
⼭⼝県⾃転⾞競技連盟公式ホームページから、申込⽤紙をダウンロードし必要事項を記⼊の上、
参加料を添え現⾦書留にて、「⼭⼝県⾃転⾞競技連盟⼤会事務局」へ郵送いただくか、直接お申し込みください。
〒754-0897　⼭⼝県⼭⼝市嘉川4188番地　棟久⽅
⼭⼝県⾃転⾞競技連盟　⼤会事務局　宛
電話　080-6327-9036　（担当・重政）
また、インターネット申込みの「スポーツエントリー」でのお申込みも可能です。
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11.申込み締切⽇ 10⽉7⽇（⽇）エントリー締切
 　＆参加料引落⽇ 10⽉31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 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、全てEメールとします。
※メールは24時間受け付けておりますが、対応は平⽇9:00〜17:00となります。

13.レースに ⼭⼝県⾃転⾞競技連盟 内 JBCF⼭⼝⼤会 事業部
関する問い合せ先 shige1648sa@gmail.com

※問い合わせは、全てEメールとします。
※メールは24時間受け付けておりますが、対応は9:00〜20:00となります。

14.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ります。応急⼿当以外の処置は⾏いません。）
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

15.駐⾞場・ 本部会場及び駐⾞場は、「柳井紙⼯株式会社」の駐⾞場となります。
会場について 柳井紙⼯の駐⾞場が満⾞になった場合、現地スタッフの誘導に従い、

近隣の駐⾞場をご利⽤ください。路上駐⾞は禁⽌です。

16.宿泊について 宿泊の⼿続きは各⾃でおこなって下さい。
下記観光協会でご案内出来ますのでお問い合わせください。
〒742-1101　⼭⼝県熊⽑郡平⽣町⼤字平⽣町210-1　平⽣町観光協会
電話兼FAX︓0820-56-5050（⽉・⽔・⾦のみ）

17.会場への ＜⾞でお越しの⽅＞
アクセス ●（広島⽅⾯）　⼭陽⾃動⾞道　玖珂ICから　 　約３０分

●（九州⽅⾯）　⼭陽⾃動⾞道　熊⽑ICから　　 約３０分
＜⾶⾏機でお越しの⽅＞
●岩国錦帯橋空港から　 ⾞で約５０分
＜電⾞でお越しの⽅＞
●JR柳井駅から　　　⾞で約１０分

＜フェリー（防予汽船）でお越しの⽅＞
●柳井港フェリーターミナルから　　　　⾞で約１５分


