
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 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　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
協力 株式会社 フィリップス エレクトロニクス ジャパン（予定）

1.開催日 2017年4月2日(日)

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　周回／約850m　反時計回り
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2日(日）

選手
チーム
代表者

コミッセール

役員集合/役員会議 7:00 7:30 大会本部前 ●
ゲート開放 7:30 ゲート ● ●
一般の部 8:15 11:35 コース

10:00 11:30 受付ブース ● ●

11:30 11:45 大会本部前 ●

試走 11:40 11:50 コース ●
F・登録女子 決勝 11:55 12:30 コース ●
E1-1決勝 12:35 13:17 コース ●
E1-2決勝 13:20 14:02 コース ●
E2-1決勝 14:05 14:36 コース ●
E2-2決勝 14:40 15:11 コース ●
E3-1決勝 15:15 15:40 コース ●
E3-2決勝 15:45 16:10 コース ●
E3-3決勝 16:15 16:40 コース ●
表彰式 ステージ ●
(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。
※ 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。
(3) 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）
(4) 出走サインはスタートの10分前までに行うこと。
(5) 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。
(6) E2,E3の自動昇格については、JBCF_GUIDE_2017-1 ＜登録編＞13/20頁を参照の事。
(7) 1周目はローリングスタートとする。（集団がバックストレートに入ったら合図によりリアルスタート）

4.競技内容

※ 各クラスタにおいて予選は行わない。

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) スプリント賞 1位～3位 賞品・決勝のみ・女子は1位のみ
※ スプリント賞は最後の1周回を除き、7周回毎に設ける。（E1:4回、E2:3回、E3:2回、F:3回）
※ 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。

第26回　JBCF　舞洲クリテリウム

　【大会実施要項】 

本大会は、青少年の心身の鍛練と高揚を図り、日頃の修練の成果をクリテリウム競技独特のレースで試し、スピードの極限に挑
み、もって世界に飛躍する選手の養成の一助とする。

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

対象者

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 開　始 終　了 場所

マネージャミーティング
（監督会議）

クラスタ 競技内容 コース 距離 レイティング
F 決勝 25 周 850 m 21.25 Km F
E1-1、２ 決勝 35 周 850 m 29.75 Km B
E2-1、２決勝 25 周 850 m 21.25 Km C
E3-1、2、３決勝 20 周 850 m 17 Km D
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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＞の最新版』に基づく。必ず、確認をして大会に備えること。
http://www.jbcf.or.jp/membership/guide.html
『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。
(1) マスドスタート方式の個人クリテリウムロードレースとする。
※ 全クラスタは最終周回の着順によって最終順位を決定する。

(2) 周回遅れは失格とする。ただし、数名の周回アップはアドバンテージを認める。 
(3) 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離して装着すること。
(4) 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』を参照のこと。
(5) 監督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、連絡事項等は監督会議にて発表する。なお、出席者は各チーム2名までとする。
(6) ライセンスコントロールについて

＜継続＞
2016年度から継続してJCFライセンスを取得している選手は、2016年度のライセンスを持参する事。
ただし2017年度のライセンスでも可とする。
＜新規、再登録＞ 2017年度からのJCF新規登録者、および再登録者は、必ず各車連に提出した2017年度 
の競 技者登録申請書控え（コピーも可）を持参の事。※2017年度よりJCF新規登録の方法が変わるが、 
申請期間が限られているため、本大会は『申請書の控え（コピーも可）』で対応する。 

※ 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（最新の『JBCF GUIDE <競技編>』参照の事）
なお、新規登録者、再登録者で申請書控え（コピーも 可）の持参を忘れた場合は、ライセンスの不携帯と同じと
みなす。 

(7) ジュニア、U17、U15の選手のギア比制限は、JCF の競技規則に準ずる。なお、この制限は混走時でも適用する。
（競技開始前、競技終了後共に検車する。）

(8) 重量を調整する目的の付加物は認めない。
(9) 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務局（race@jbcf.or.jp）までメールすること。

(10) 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）
(11) 大会当日のコミュニケは受付横に掲示する。
(12) 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る、この場合参加料は返金しない。
(13) 大阪府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すること。

※ http://osaka-cf.com/

7.大会特別規則 (1) 1周850mの周回コースを使用する。進行方向は反時計回りとする。　
(2)  各クラスタにおいて、認められる事故（落車、パンク、自転車の重要部分の破損）に限り、 コミッセールの認定 

によりニュートラリゼーショ2周回を認める。
※残り3周回における事故はニュートラリゼーションを適用しない。 

(3) 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。） 
(4) F・登録女子 決勝においてはJBCF登録外のJCF登録選女子も出走する。ただし表彰は別途行う。 
(5) 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。
(6) 機材ピットでサポートを行うチームスタッフは、有効な以下のライセンス（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、マネージャーミーティング（監督会議）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。

8.ツアーポイント 規定のクリテリウムポイントを付与する。

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 (現在エントリーシステムは準備中ですのでしばらくお待ちください。）
（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。

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 3月20日（月）エントリー締切
　＆参加料引落日 5月1日（月）レース参加料引落日
（JBCF登録者） ※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。（平日9:00～17:00）

13.レースに関する JBCF事務局 事業部
　　　問い合せ先 race@jbcf.or.jp

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）
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14.会場への ＜高速をご利用の場合＞
アクセス 　阪神高速湾岸線「湾岸舞洲」

　を出て此花大橋を渡り直進、
　舞洲北西のイベント広場へ。

＜国道をご利用の場合＞
　国道４３号線梅香交差点を
　西(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　　大阪市此花区西九条５－４－８　　 電話（０６）６４６２－０２６１
多根総合病院　　　 大阪市西区九条南１－１２－２１  電話（０６）６５８１－１０７１
大野記念病院　　　 大阪市西区南堀江１－２６－１０  電話（０６）６５３１－１８１５
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