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特別協賛 株式会社キナン

ツアー協賛

1.開催日 2014年4月19日(土)

2.開催地 旧南紀白浜空港跡地(滑走路周回1.5kmコース)
住所：和歌山県西牟婁郡白浜町

3.スケジュール 4月19日(土)
内　　容 開　始 終　了 場所 対象者

選手 チーム
代表者 大会役員
役員会議 10:00 10:30 ●
ライセンスコントロール 10:30 11:30 ● ●
監督会議 11:30 12:00 ●
試走 11:00 11:50 ●
ノービス（一般の部） 12:00 12:20
チャンピオン（一般の部） 12:25 13:05
JET,JFT個人タイムトライアル 13:10※ 14:50
P1チームタイムトライアル 14:55 17:05
※エントリー数によってはJET,JFTのレース内容を変更する場合がある。
注1 監督会議に出席したチームのみ随行車両を追走できる。(P1のみ)
注2 12:00-13:05一般の部開催の為に試走は出来ません。
(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) 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。
(3) 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。
(4) 日曜日のレースにも参加する選手は『プレート』『ボディゼッケン』『計測タグ』は同じ物を使用いたします。
(5) 当日受付の申請は不要です。
(6) チーム代表者は必ず監督会議に出席してください。なお、出席者は各チーム2名までといたします。

4.競技内容

※表彰式は各クラスタの競技が終了次第実施する（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。
※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。
※出走サインは実施しない。

5.表　　彰 (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。

会場内：大会本部
会場内：受付テント
会場内：受付テント前

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

第3回　JBCF　タイムトライアル南紀白浜
Ｊプロツアー第3戦／Ｊエリートツアー第4戦／Ｊフェミニンツアー第4戦

【併催レース：一般の部】

【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

クラスタ レースレイティング スタート時間 内容 発送順

E3 D 後日発表 個人TT 1

F F 後日発表 個人TT 2

E2 C 後日発表 個人TT 3

E1 B 後日発表 個人TT 4

P1 ※以下参照 後日発表 チームTT 5

着順 1 2 3 4 5 6 7-10位 11-15位 16-20位 21位- DNF

ポイント 3000 2100 1950 1800 1650 1500 1200 900 600 300 １

※上記ポイントを出走メンバー数で割り、それを個人ポイントとする。例）5人チームが1位の場合　3000÷5="600"←個人獲得ポイント

※チームランキングへは上記ポイントを反映させる。



6.大会競技規則 日本自転車競技連盟の競技規則集　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』 　

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』（JCFサイト内） ※最新版を使用する。 http://jcf.or.jp/?page_id=218
『JBCF GUIDE 2014-2<競技編>』（JBCFサイト内）
http://www.jbcf.jp/docs/2014/JBCF_GUIDE_2014-2.pdf

7.大会特別規則 (1) コースは1周1.5kmコースで行う。

(2) スタート台は使用しない。

(3) スタート前に自転車検査を行う。

(4) 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 GUIDE 2014-2<競技編>5-(8)』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事務局まで、大会の10日前までにメールで問合わせ、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。

(5) ボディゼッケンは腰の位置に1枚装着すること。
(6) 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。
(7) 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。

ペナルティはタイムペナルティとし競技規則ペナルティ表以外のものとする。
(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) 次の日のクリテリウムへ自動昇格を反映する
A)個人タイムトライアル（E1,E2,E3,F）
(1) 距離は1.5kmコース×2周回=3.0kmで行う。

※周回数は選手個人で管理すること。

(2) スタートについては、30秒ごとスタートする。スタート台は用しない。選手は随行車両を追走できない。

(3) スタート前に自転車検査を行う。

(4) スタートリストはJBCFホームページで発表する
B)チームタイムトライアル(P1)
(1) 距離は1.5kmコース×10周回=15Kmで行う。

(2) 1チームは3人から6人の構成でスタート出来る。ゴール判定は3人目のタイムを採用する。

(3) スタートについては、1分ごとスタートで3チームずつをヒートを行う。（参加チーム数によって変更の場合がある）

(4) ヒート数、ヒートの組合せはコミッセールが決め、事前にスタートリストとして発表する。

(5) チームは随行車両を追走できる。追走できるのは監督会議に出席したチームのみである。

(6) ターニングポイントではチームは追い抜きは出来るが、随行車両は安全地帯で待機すること。

(7) 随行車両にコミッセールを乗車させること。

(8) チームより100m以上遅れた選手はレースより除外する。他チーム走行を故意に妨害した場合はチームにペナルティを与える。

8.ツアーポイント 規定のレースポイントを付与する。

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

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 4月8日（火）　エントリー締切
　＆参加料引落日 4月30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事務局 本部 
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
　　　問い合せ先 race@jbcf.orjp

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。
※レース開催日明けの月曜日は定休日となります

http://www.jbcf.jp/docs/2014/JBCF_GUIDE_2014-2.pdf
http://jcf.or.jp/?p=30006%20および「UCI%20技術規則の明確化ガイド」を参照し、
mailto:info@jbcf.or.jp
mailto:race@jbcf.orjp


14.会場への ＜自動車をご利用の場合＞
アクセス ●大阪・神戸(阪神高速湾岸線)りんくうＪＣＴ(関空自動車道)～泉佐野ＪＣＴ(阪和自動車道)～

　みなべＩＣ(Ｒ４２)～白浜温泉(りんくうＪＣＴから２時間)～南紀白浜空港
●名古屋・京都(名神高速道路)～吹田ＪＣＴ(近畿自動車道)～松原ＪＣＴ(阪和自動車道)～
　みなべＩＣ(Ｒ４２)～白浜温泉(吹田ＪＣＴから２時間３０分)～南紀白浜空港
＜公共交通機関をご利用の場合＞
●新大阪(京都・天王寺)／ＪＲきのくに線スーパーくろしお／オーシャンアロー号(新大阪から２時間１０分)～
　白浜(バス１５分)～白浜空港～徒歩１０分(旧空港)

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）
白浜はまゆう病院 和歌山県西牟婁郡白浜町1447番地 TEL 0739-43-6200


