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主　　旨

主　　催  JBCF（⼀般社団法⼈全⽇本実業団⾃転⾞競技連盟 ）
共　　催 千葉市
主　　管  JBCF（⼀般社団法⼈全⽇本実業団⾃転⾞競技連盟 ）
後　　援 千葉県　　公益財団法⼈ちば国際コンベンションビューロー
協　　賛 幕張メッセ関連企業懇談会　　株式会社テレマ
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 千葉県⾃転⾞競技連盟　　サイクルモード実⾏委員会　　株式会社幕張メッセ

株式会社 フィリップス・ジャパン

1.開催⽇ 2018年11⽉10⽇（⼟）

2.開催地 幕張メッセ前特設コース（ 美浜区中瀬2-3 ）

3.スケジュール 11⽉10⽇（⼟）

選⼿
チーム
代表者

コミッセール

交通規制開始 5:00
選⼿/関係者駐⾞場進⼊可能時間 6:30 7:30 メイン会場内 駐⾞エリア ● ●

7:00 8:20 受付テント ● ●
○

※担当者

7:00 7:30 受付テント ●
○

※担当者

7:30 8:00 受付テント ● ●
○

※パネル
役員打合せ 8:00 8:30 受付テント ●
試⾛ 8:20 8:45 コース（810m） ●
E2 9:00 9:40 コース（810m） ● ●
E1 9:50 10:40 コース（810m） ● ●
F 10:50 11:35 コース（810m） ● ●
試⾛（E3,P1） 11:40 12:10 コース（810m）
※イベント（試⾛禁⽌） 12:15 12:50 コース（810m） ●
P1（エキシビション） 13:00 13:50 コース（810m） ● ●
E3 14:00 14:35 コース（810m） ● ●
駐⾞場退出時間 14:50 16:00 メイン会場内 駐⾞エリア ● ●
交通規制解除 16:00 ●

表彰ステージ ●
（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。
・ライセンスコントロール、マネージャーミーティングは当⽇のみとなります。
・「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。

第3回 JBCF 幕張新都⼼クリテリウム
JBCFロードシリーズ

Ｊエリートツアー第42戦【最終戦】／Ｊフェミニンツアー第39戦【最終戦】

【⼤会実施要項】
⾃転⾞を愛好する若⼈が、それぞれの分野において⽇頃鍛錬を重ねた技術と能⼒を競い合い、体⼒の向上および健全な精神の滋養をはかり、
⾃転⾞競技を通じて地域社会との交流に寄与することを⽬的とする。

ライセンスコントロール
（選⼿）
ライセンスコントロール
（チームアテンダント）

※テクニカルガイドに記載表彰式

対象者
内 　 　容 開 　始 終 　了 場　　所

マネージャーミーティング



（2） 試⾛︓
試⾛時間のみ可能です。安全に⼗分配慮し、各チーム代表者の責任において⾏ってください。
コースの試⾛時間は設営も実施しているので注意してください。
試⾛の最終コースインは試⾛終了時間の5分前とします。

（3） 交通規制時間︓   
5:00〜16:00
※規制時間内のメイン会場への⼊場⽅法はテクニカルガイドに記載いたします。
※会場内に駐⾞した場合は14:50までは⾞を移動することが出来ないので注意してください。
※レース終了前に⾞両の移動が必要な選⼿は近隣のコインパーキングをご利⽤ください。

（4） 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 クラスタ 競技内容（周） 距離 所要時間 レイティング
F 35 28.35km 0h43' Fc
E1 45 36.45km 0h50' Bc
E2 35 28.35km 0h41' Cc
E3 30 24.3km 0h34' Dc
P1 45 36.45km 0h48' Open

5.表　　彰 (1) E1,E2,E3 1位〜6位 賞状、賞品（JBCF規定）
(2) F 1位〜3位 賞状、賞品（JBCF規定）
(3) P1 1位〜3位 賞品
※ 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） 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（race@jbcf.or.jp）までメールしてください。

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) 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。
(3) 付近のコインパーキング等を利⽤する場合は使⽤マナーに⼗分配慮してください。
(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) 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。その際参加料の返⾦はございませんのでご了承ください。
(8) P1のエキシビションレースの募集案内については別途、10⽉10⽇頃各チームへ案内いたします。
(9) 定員については下記の通りとします。

a 各クラスタに50⼈のエントリー定員を設けさせていただきます。
b 定員を超えたエントリーがあった場合は、エントリー締切時点での個⼈ランキング（10/21しゅうなんクリテリウムの終了後）

を元に、上位より選考を⾏った上で、レーサーリストを10⽉24⽇頃、ホームページに公開いたします。
c 選考結果は、チームや選⼿等、個別にご連絡はいたしませんので、各⾃レーサーリストで必ず選考結果を確認してください。
d 選考外となった選⼿の⼤会参加料は徴収いたしません。
e 選考外になったことによる宿泊や交通⼿段のキャンセル料など、何かしらの損害を被った場合も、

主催者での負担はできませんので、ご了承のうえ、エントリーを⾏ってください。
f 個⼈ポイントが同点の選⼿は出場回数の多い順に選考いたします。

8.ツアーポイント 規定のクリテリウムポイントを付与いたします。

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



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://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 10⽉28⽇（⽇）　エントリー締切
＆参加料引落⽇ 11⽉30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。

12.エントリーに関する JBCF 連盟本部　事務局
問い合わせ 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.レースに関する
問い合わせ先 JBCF 事業部　運営課

race@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。
   但し、レース開催⽇明けの⽉曜⽇は定休⽇となります。

14.会場へのアクセス 幕張メッセ前
https://www.m-messe.co.jp/

15.救急指定病院 テクニカルガイドに記載いたします。
（レース会場では医師が常駐しておりますが、応急⼿当以外の処置は⾏いません。）


