
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 NPO法人 SPORTS PRODUCE熊野

後　　援 和歌山県サイクリング協会　（財）日本自転車競技連盟　

和歌山県自転車競技連盟　テレビ和歌山　和歌山放送　紀伊民報社　

紀南新聞社　南紀州新聞社　熊野新聞社　南紀新報社　吉野熊野新聞社

主　　管 NPO法人SPORTS　PRODUCE熊野

協　　力 経済産業省　和歌山県　新宮市　那智勝浦町　太地町　古座川町　北山村　三重県　

熊野市　御浜町　紀宝町

ツアー協賛 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

1.開催日 2014年5月30日(金)～6月1日(日)

2.開催地 5月30日(金) 新宮市大会／赤木川清流コース　1周16.3㎞

受付：和歌山県新宮市熊野川町日足707番地 さつきドーム

5月31日(土) 熊野市大会／熊野山岳コース

受付：三重県熊野市久生屋町1430　熊野倶楽部

6月1日(日) 太地町大会／太地半島周回コース　1周9.6㎞

受付：和歌山県東牟婁郡太地町大字太地2934-2　くじら浜公園

3.スケジュール 5月29日(木)　

　競技内容 スケジュール

選手
チーム

代表者
役員

13:00 15:00 キナン研修センター ● ● ●

5月30日(金)　新宮市大会

スケジュール

選手
チーム

代表者
役員

7:30 8:30 さつきドーム前 ● ● ●

役員打ち合わせ/JBCF 8:00 8:30 さつきドーム内審判控えテント ●

役員打ち合わせ/UCI 9:30

サインオン 8:30 9:20 さつきドーム前 ● ●

監督会議 8:30 9:00 さつきドーム内 ● ●

ｽﾀｰﾃｨﾝｸﾞｾﾚﾓﾆｰ 9:15 さつき温泉横スタート位置 ●

E1 9:30'00'' 10:43（想定） ● ●

E2 9:30'30'' 〃 ● ●

F 9:31'00'' 10:22（想定） ● ●

黒潮（一般の部） 9:31'30'' 〃 ● ●

UCIパレードスタート 10:45'00''

表彰式 さつき前駐車場 ●

終　了 場所

対象者

第6回　JBCF　3day's Road 熊野

JBCFロードシリーズ

J エリートツアー第12.13.14戦／Ｊフェミニンツアー第11.12.13戦

【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

開　始 終　了 場所

対象者

開　始

選手受付/ライセンスコント

ロール

競技終了次第随時

選手受付/ライセンスコント

ロール

内　　容

内　　容
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競技内容

クラスタ レースレイティング 距離

E1 B 48.9km 16.3x3周

E2 C 48.9km 16.3x3周

F F 32.6km 16.3x2周

黒潮（一般の部） - 32.6km 16.3x2周

※ タイムアウトについて

次の3カ所において最先頭選手通過より５分でタイムアウトを設定する（全クラス対象）

１，赤木橋 往路、２，赤木橋 復路、３，フィニッシュライン手前

5月31日(土)　熊野市大会
スケジュール

選手
チーム

代表者
役員

8:45 9:15 熊野倶楽部 受付テント ● ● ●

役員打ち合わせ/JBCF 8:45 9:00 熊野倶楽部 受付テントそば ●

役員打ち合わせ/UCI 9:00

サインオン 9:10 10:15 熊野倶楽部 受付テント ● ●

監督会議 9:10 9:40 熊野倶楽部 受付テントそば ● ●

ｽﾀｰﾃｨﾝｸﾞｾﾚﾓﾆｰ 9:50 ステージカー前 ●

正式スタート地点へ移動 10:15 ●

UCI正式スタート 10:30'00''

E1 10:40'00'' 11:50（想定） ● ●

E2 10:41'00'' 〃 ● ●

F 10:41'45'' 11:30（想定） ● ●

黒潮（一般の部） 10:42'30'' 12:00（想定） ● ●

表彰式 熊野倶楽部 ●

※ タイムアウトについて

次の2カ所においてUCI選手通過より20分でタイムアウトを設定する（全クラス対象）

１，千枚田 頂上、２，金山交差点

6月1日(日)　太地町大会

スケジュール

選手
チーム

代表者
役員

8:00 8:40 くじら浜公園 駐車場 ● ● ●

役員打ち合わせ/JBCF 8:00 8:30 本部テント裏 ●

役員打ち合わせ/UCI 8:30

サインオン 8:40 くじら浜公園 駐車場 ● ●

監督会議 8:40 9:00 くじら浜公園 駐車場 ● ●

ｽﾀｰﾃｨﾝｸﾞｾﾚﾓﾆｰ 9:15 くじら浜公園 駐車場 ●

E3 9:19'00'' 9:58（想定） ● ●

F 9:19'30'' 〃 ● ●

E1 10:00'00'' 10:57（想定） ● ●

E2 10:01'00'' 〃 ● ●

黒潮（一般の部） 10:01'30'' 〃 ● ●

表彰式 くじら浜公園 駐車場 ●競技終了次第随時

競技終了次第随時

開　始 終　了 場所

対象者

開　始 終　了 場所

対象者

選手受付/ライセンスコント

ロール

選手受付/ライセンスコント

ロール

内　　容

内　　容

競技内容

クラスタ レースレイティング 距離 フィニッシュライン 山岳賞(KOM)

E1 B 45.8km 熊野倶楽部 千枚田 頂上

E2 C 45.8km 熊野倶楽部 千枚田 頂上

F F 29.3km 千枚田頂上 ×

黒潮（一般の部） - 45.8km 熊野倶楽部 ×

競技内容

クラスタ レースレイティング 距離 山岳賞(KOM)

E1 B 28.8km 9.6kmx3周 平見登り

E2 C 28.8km 9.6kmx3周 平見登り

E3 D 19.2km 9.6kmx2周 平見登り

F F 19.2km 9.6kmx2周 平見登り

黒潮（一般の部） - 28.8km 9.6kmx3周 ×
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※ タイムアウトについて

次の2カ所において最先頭選手通過より5分でタイムアウトを設定する（全クラス対象）

１，平見台公園、２，フィニッシュライン

(1) 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。

※受付は、参加する初日に一度行なえば、翌日からは不要です

※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。

※金、土、日、共に同じ『フレームプレート』『ゼッケン』『計測タグ』を使用するので注意のこと。

(2) 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長が判断した場合、

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。

(3) 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（JBCF GUIDE 2014-2<競技編>5-(1)）

(4) 大会当日のコミュニケは受付横に掲示する。

4.表　　彰 (1) 個人男子(毎レース) 1位～6位 賞状、賞品（JBCF規定）

(2) 個人女子(毎レース) 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。

各大会賞

(1) 個人男女 1位 賞品

山岳賞・熊野市大会

(1) 個人男子 1位 賞品

山岳賞・太地町大会

(1) 個人男女 1位 賞品

個人総合時間賞（E1,E2,F対象）

(1) 個人男女 1位 賞状、トロフィー

※3日間の各日の完走タイムの集積時間にて順位決定する。

【大会競技規則】 日本自転車競技連盟の競技規則集2014年、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） ※2014年版を使用する。 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

5.大会特別規則 (1) マスドスタート方式のロードレースとする（3日間別々のワンデイロードレース）

(2) ボディナンバーは腰の位置に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 2014-2<競技編>』4.(13)を参照のこと。

(4) 飲食料の補給は、認めない。ただし、天候等により認める場合がある。

(5) ワンデイロードレースを3日間行うため、初日にDNFとなっても、翌日再度スタートすることが可能である。

また、初日にDNSであっても2日目、3日目から参加することも可能である。

(6) ニュートラルサポートをJBCFで準備する（但し対象クラスタは限定する）

(7) レーススケジュールは変更することがある。

(8) 自動昇格を各日設定する、出走サイン時に新ゼッケンを渡する。計測タグは同じ物を使用する。

(9) 一般公道を使用しており、交通規制が年々厳しくなっているため、各クラスタ及び一般の部のスタート時間はスケジュール通りとする。

(10) 混走状態になることが十分考えられるが、狭いコースで積極的にセパレーションすると事故を誘発する

可能性が高いため敢えて積極的なセパレーションは行わない。

(11) ジュニア、ユースの選手のギア規制は、JCFの2014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）

(12) 詳細、変更等については毎時コミュケ、その他方法にて告知する

6.ツアーポイント 3日間別々のワンデイロードレースとして実施するため、本大会は、1日毎に規定のツアーポイントを付与する。

7.参加料 ※参加料は日程ごとに必要である

男子 6,480円／名／1日

女子 3,240円／名／1日

ユース、ジュニア 3,240円／名／1日

※ 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。

8.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。

9.申込み締切日 5月20日（火）　エントリー締切

　＆参加料引落日 6月2日（月）　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。
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10.エントリーに JBCF事務局 本部 

関する問い合せ先 info@jbcf.or.jp （平日 9:00～17:00の対応）

※問い合わせは、全てEメールとします。

11.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

12.会場への ■会場周辺地図

アクセス 新宮市大会

熊野川温泉さつき

熊野市大会

三重県熊野市久生屋町１４３０ 熊野倶楽部 四方八方帳場

太地町大会

くじら博物館
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mailto:info@jbcf.or.jp
mailto:race@jbcf.orjp
http://maps.google.co.jp/maps?q=%E7%86%8A%E9%87%8E%E5%B7%9D%E6%B8%A9%E6%B3%89%E3%81%95%E3%81%A4%E3%81%8D&hl=ja&ie=UTF8&ll=33.812101,135.861483&spn=0.039579,0.104284&sll=33.908719,135.506277&sspn=1.265065,3.337097&brcurrent=3,0x60066538d0de7b61:0xb33bdb057e03bbd8,0&hq=%E7%86%8A%E9%87%8E%E5%B7%9D%E6%B8%A9%E6%B3%89%E3%81%95%E3%81%A4%E3%81%8D&t=m&z=14
http://maps.google.co.jp/maps?q=%E4%B8%89%E9%87%8D%E7%9C%8C%E7%86%8A%E9%87%8E%E5%B8%82%E4%B9%85%E7%94%9F%E5%B1%8B%E7%94%BA%EF%BC%91%EF%BC%94%EF%BC%93%EF%BC%90+%E7%86%8A%E9%87%8E%E5%80%B6%E6%A5%BD%E9%83%A8+%E5%9B%9B%E6%96%B9%E5%85%AB%E6%96%B9%E5%B8%B3%E5%A0%B4&hl=ja&ie=UTF8&ll=33.862979,136.060953&spn=0.001236,0.003259&sll=33.908719,135.506277&sspn=1.265065,3.337097&oq=%E7%86%8A%E9%87%8E%E5%80%B6%E6%A5%BD%E9%83%A8&brcurrent=3,0x600671cdf5c85963:0x7b33bfb09b5cac8b,0&hq=%E7%86%8A%E9%87%8E%E5%80%B6%E6%A5%BD%E9%83%A8+%E5%9B%9B%E6%96%B9%E5%85%AB%E6%96%B9%E5%B8%B3%E5%A0%B4&hnear=%E4%B8%89%E9%87%8D%E7%9C%8C%E7%86%8A%E9%87%8E%E5%B8%82%E4%B9%85%E7%94%9F%E5%B1%8B%E7%94%BA%EF%BC%91%EF%BC%94%EF%BC%93%EF%BC%90&t=m&z=19
http://maps.google.co.jp/maps?q=%E3%81%8F%E3%81%98%E3%82%89%E5%8D%9A%E7%89%A9%E9%A4%A8&hl=ja&ie=UTF8&sll=33.862979,136.060953&sspn=0.001236,0.003259&brcurrent=3,0x600616fec33fd451:0xa1d13cc39b2dd9ee,0&hq=%E3%81%8F%E3%81%98%E3%82%89%E5%8D%9A%E7%89%A9%E9%A4%A8&radius=15000&t=m&z=13

