第6回 JBCF 舞洲タイムトライアル
JBCFロードシリーズ

Ｊエリートツアー第5戦／Ｊフェミニンツアー第5戦
【⼤会実施要項】
主

旨

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

主

催

JBCF（⼀般社団法⼈ 全⽇本実業団⾃転⾞競技連盟）

共

催

⼤阪府⾃転⾞競技連盟／⼤阪市⾃転⾞競技連盟

後

援

(公財)⽇本⾃転⾞競技連盟

主 管
⼤阪府⾃転⾞競技連盟／⼤阪市⾃転⾞競技連盟
ツアー協賛（予定） 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 フィリップス エレクトロニクス ジャパン（予定）
協⼒
1.開催⽇

2018年4⽉7⽇(⼟)

2.開催地

舞洲スポーツアイランド イベント広場内特設コース 1周／2000ｍ
住所︓⼤阪市此花区北港緑地２丁目 舞洲スポーツアイランド内イベント広場

3.スケジュール

4月7日(土）
内

容

対象者
開 始

彰

選手

チーム
コミッセール
代表者

10:00

役員打合せ

10:10

10:30

⼤会本部前

チーム・アテンダント受付 10:00

10:30

受付ブース

●

11:00

⼤会本部前

●

12:00

受付ブース

●

1周／2000m

舞洲スポーツアイランド イベント広場

●

11:00

11:15

バイクチェック

11:30

各スタート15分
会場内特設テント
前まで

●

競技

12:00

最⻑14:00

●

※開始及び終了時間を変更する場合がある。

●

チーム・アテンダントは受付時およびマネージャーミーティング時にもライセンスチェックを実施します。
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。
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。
コースの試⾛時間は設営も実施しているので注意すること。
⼟⽇両⽇参加する選手は『フレームプレート』『ボディゼッケン』『計測タグ』は同じ物を使用する。
⾃動昇格（1-3位）は翌⽇のレースより適用する。なお、『フレームプレート』『ボディゼッケン』『計測タグ』は同じものを使用する。
会場に隣接の有料駐⾞場横の⼤会専用駐⾞場をご利用下さい。1,000円/台

クラスタ レースレイティング スタート時間 内容
発⾛順
E3
D
後⽇発表 個⼈TT 1
E2
C
後⽇発表 個⼈TT 2
E1
B
後⽇発表 個⼈TT 3
F
F
後⽇発表 個⼈TT 4
※ 表彰式は全クラスタの競技が終了後実施する（場所︓会場内特設ステージ）
※ スタート間隔は出⾛⼈数によって変わる場合がある。
※ スタートリストはJBCFホームページで発表する。
※ 各⾃スタートの15分前までにはバイクチェックを済ませること。
※ 検⾞を通過した選手は出⾛サインをすること。

(1)
(2)
※
※

●
●

試⾛

(1)
(2)
(3)
※
(4)
(5)
(6)
(7)

5.表

場所

開門

マネージャミーティング
10:30
（チーム代表者会議）
選手受付/
10:30
ライセンスコントロール

4.競技内容

終 了

E1、E2、E3
1位〜6位
賞状、賞品（JBCF規定）
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。
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6.⼤会競技規則

7.⼤会特別規則

8.ツアーポイント

⽇本⾃転⾞競技連盟の競技規則集 『JBCF GUIDE̲2018̲2＜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』
及び『JBCF GUIDE <競技編>』最新版に基づく。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。
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。
『JBCF GUIDE̲2018̲2＜競技編＞』,（JBCFサイト内）
http://www.jbcf.or.jp/images/2018/01/JBCF-GUIDE_2018_2-1.pdf
(1) 個⼈タイムトライアルレースとする。
※ スタート台を使用する
(2) ボディゼッケンは1枚装着、フレームプレートの装着は任意とする。
(3) ボディゼッケンを緊急の際に使用するので『JBCF GUIDE̲2018̲2＜競技編＞』を参照のこと。
(4) マネージャミーティング（チーム代表者会議）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、連絡事項等はマネージャミーティング（チーム代表者会議）にて発表する。なお、出席者は各チーム2名までとする。
(5) 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、JCFからの返信ﾒｰﾙ『登録ｼｽﾃﾑの登録結果』を持参する事。
JCF からの返信メールを『申請の控え』とするので、印刷して持参すること。
返信メールが無い場合は JCF に問い合わせる事。
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。
(6) ジュニア、U17、U15、U13に該当する選手のギア比制限は、JCF の最新版競技規則に準ずる。
（競技開始前、競技終了後共に検⾞する。）
(7) 重量を重くする目的の付加物は認めない。
(8) スケジュール及び競技内容は変更する場合がある。（参加⼈数による組み分け、予選の有無など）
(9) ⼤会当⽇のコミュニケは⼤会本部付近の掲⽰板に掲⽰する。
(10) 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。
(11) TT用の機材の使用を認める。なお、詳細についてはUCIおよびJCFのホームページ、
『JBCF GUIDE̲2018̲2＜競技編＞3-(4)』を参照すること。
不明な点があるものは、JCFサイトの「⾃転⾞競技に使用する機材の規則遵守について」
http://jcf.or.jp/?p=30006 および「UCI 技術規則の明確化ガイド」を参照し、
それでも判断がつかない場合は、チームメカニック、チーム監督と相談のうえ、
チーム代表者から、JBCF事務局事業部まで、⼤会の10⽇前までにメール(race@jbcf.or.jp)で問合わせ、
確認を取ること。なお、問合せの際は必ず、具体的に機材のメーカー名、品番等、当該機材の写真、メーカーや
⽇本総代理店のサイトの当該機材の詳細やスペックのリンク先、どうして判断がつかないのかの理由
などをまとめ、メールに記⼊すること。
(12) ヘルメットについては『JCF 公認シール』の確認出来る物のみ使用可とする。エアロヘルメットも同様とする。
(13) 検⾞の後に機材を交換、調整した場合は、再度検⾞を受けること。違反の場合は出⾛不可及びペナルティ
を科す。
(14) ドラフティングを⾏った場合にはペナルティの対象となる、ドラフティングの判断はJCF競技規則に準じる。
(15) 飲食料の補給は全クラスタについて認めない。
(1)
(2)
(3)
(4)

距離は、2,000m特設コース1周で⾏う。
⾃転⾞へのカメラの装着･搭載は認めない。（選手⾃⾝による競技⾛⾏中の撮影は認めない。）
追加告知する内容があれば、都度インフォメーションとしてJBCFのホームページに掲載する。
マネージャミーティング（チーム代表者会議）に出席するチームスタッフは、有効なライセンス（以下、⽇本体育協会⾃転⾞
競技各級コーチ・各級指導員、JCFチームアテンダント）保持者であること。もしくはJBCFチームアテンダント講習
修了証保持者とする。ただしチーム・アテンダント資格を取得する意思はあるが、講習会の定員に⼊りきれず初戦の
⼤会までに間に合わない場合、マネージャミーティング（チーム代表者会議）への出席についてのみ臨時対応を⾏う。
詳細はJBCFホームページに掲載する。

規定のレースポイントを付与する。

9.参加料（税込） 男子
⼥子
ユース、ジュニア

6,480円／名
3,240円／名
3,240円／名

10.申込方法
（JBCF登録者）

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。

11.申込み締切⽇
＆参加料引落⽇
（JBCF登録者）

3⽉25⽇（⽇）エントリー締切
5⽉1⽇（⽕）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
関する問い合せ先

JBCF連盟本部
info@jbcf.or.jp
※問い合わせは、全てEメールとします。（平⽇9:00〜17:00）

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。
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13.レースに関する
問い合せ先

JBCF業務部 ⻄⽇本担当

14.会場への
アクセス

＜⾼速をご利用の場合＞
阪神⾼速湾岸線「湾岸舞洲」
を出て此花⼤橋を渡り直進、
舞洲北⻄のイベント広場へ。

race.w@jbcf.or.jp
電話︓080-5621-8597
※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。

＜国道をご利用の場合＞
国道４３号線梅香交差点を
⻄(USJ方⾯)に直進、
此花⼤橋を渡る。
バス時刻表など
http://maishima.jp/access/

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。会場の救護所では応急処置のみとなります）
⼤阪暁明館病院 ⼤阪市此花区⻄九条５－４－８
電話（０６）６４６２－０２６１
多根総合病院
⼤阪市⻄区九条南１－１２－２１ 電話（０６）６５８１－１０７１
⼤野記念病院
⼤阪市⻄区南堀江１－２６－１０ 電話（０６）６５３１－１８１５

3/3

