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 第 6 回 JBCF きらら浜クリテリウム 
JBCFロードシリーズ Jエリートツアー第 9戦／Jフェミニンツアー第 9戦 

 
大会実施要項 

主  旨  本大会は、自転車競技の選手層の底辺拡大及び全国レベルの選手の育成を主たる目的とし、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。 

主 催 JBCF（一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟）／山口県自転車競技連盟 

後 援 山口県（予定）／山口市（予定）／公益財団法人山口県体育協会（予定） 

特別協賛 丸久グループ  

主 管 山口県自転車競技連盟 

１. 開催日 ２０１７年５月６日（土）・７日（日）  （雨天決行） 

２. 開催地 山口きらら博記念公園・北側駐車場特設コース（１周約 2.3km） 

 住所：山口県山口市阿知須 509番 50 山口きらら博記念公園 

３. スケジュール 

内　　容 開　始 終　了 場所

12:00 スタート付近

一般の部受付 13:00 13:50

コース試走 13:00 13:50 コース

13:00 13:30

14:00 16:00

表彰式 競技終了次第随時

内　　容 開　始 終　了 場所

8:00 スタート付近

8:30 10:00

一般の部受付 8:30 13:50

コース試走 8:00 8:50 コース

8:10 8:30

9:30 10:00

マスターズ（40歳以上） 10:00 10:30 6周（13.8㎞）

JBCF　E3決勝1組 10:30 11:00 7周（16.1㎞）

JBCF　E3決勝2組 11:00 11:30 7周（16.1㎞）

JBCF　E2決勝 11:30 12:10 10周（23.0㎞）

JBCF　F決勝 12:10 12:50 10周（23.0㎞）

JBCF　E1決勝 12:50 13:50 14周（32.2㎞）

スポーツ（⼩学⽣以上） 13:50 14:20 6周（13.8㎞）

県内選手権（JCF競技登録者）

表彰式 競技終了次第随時

5月６日(土)

5月7日(日)

14:20 15:00 10周（23.0㎞）

開門

開門

競技本部、受付テント

役員集合・ミーティング 競技本部前

個人タイムトライアル 2周（4.6㎞）

エキスパート（中学⽣以上）

競技本部、受付テント

競技本部、受付テント

マネージャミーティング 競技本部前

受付/ﾗｲｾﾝｽｺﾝﾄﾛｰﾙ

役員集合・ミーティング 競技本部前

バンビーノ（⼩学3年⽣以下） 2周（4.6㎞）

キッズ（⼩学6年から4年⽣） 3周（6.9㎞）

レディース（⼥性）

9:00 9:30

ユース（中学⽣以下の男子）
9:30 10:00 6周（13.8㎞）

 



特別協賛  丸久グループ 

- 2 - 

 （1）コース試走は、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。 

（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）エントリー数によってはタイムスケジュール、距離に変更のある場合があります。 

（4）前日受付はいたしません。大会当日のみの受付です。 

（5）JBCF競技では、ライセンス不携帯の選手はペナルティを支払うことで参加を認める。 

 *出走サインは各スタート時間 10分前までとするので注意のこと。 

*JBCF選手の一般競技へのエントリーを認める。 

*一般競技の複数カテゴリーの参加を認める。ただし、「県内選手権」及び「エキスパート」の参加

者の、一般の部の複数エントリーは認めない。  

  

４. 競技内容 【種目 1】 5月 6日（土） 個人タイムトライアル（中学生以上の男女） 

 【種目 2】 5月 7日（日） クラス別 個人クリテリウム 

  

５. 表彰 （1）JBCF競技 個人男子 1位～6位 賞状、賞品（JBCF規程） 

 （2）JBCF競技 個人女子 1位～6位 賞状、賞品（JBCF規程） 

 （3）一般の部  1位～3位 賞状、賞品 

 ※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。 

取り忘れの選手への対応は一切しない。 

  

６. 特別規則 （1）個人タイムトライアル、および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。 

 （2）原則として周回遅れは失格とする。数名の周回アップはアドバンテージを認める。 

 《周回遅れの判定》先行広報車両に追い抜かれた選手 

ただし、一般競技のカテゴリーについては、このとおりではない。コミッセールの判断とする。 

 （3）機材の補給については、監督会議・コース図に明示するピットでコミセールの指示のもと行う。 

 （4）飲食料の補給は、認めない。 

 （5）スタートリスト 

  各 E1、E2、E3、Fカテゴリーのスタートリストは JBCFホームページで発表し、一般競技のカテ 

ゴリーのスタートリストは、山口県自転車競技連盟のホームページで発表するので、選手やチー 

ム代表者は各ホームページのチェック、および代表者宛のメールで確認すること。 

 （6）出走サインは全てのカテゴリーで記入のこと。 

 （7）山口県自転車競技連盟のホームページにイベント全体の情報を公開するので参考とすること。 

 （8）ジュニア、ユースの選手のギア規制は、JCFの 2017年競技規則に準ずる。 

 （9）県内選手権カテゴリーについては、国民体育大会の山口県代表候補選手選考会とする。 

 （10）日本自転車競技連盟の競技規則集【最新版】、大会特別規則により運営する。 

  

７. 参加料 JBCF競技 男子         ６，４８０円／名 

 JBCF競技 女子         ３，２４０円／名 

 JBCF競技 ユース、ジュニア   ３，２４０円／名 

 一般競技 １カテゴリー     ４，０００円／名（中学生以下 １，０００円） 

 一般競技 複数カテゴリー    ７，０００円／名（中学生以下 ２，０００円） 

  

８. 申込方法 【JBCF競技】 

 JBCF公式ホームページから申込み（エントリー）を行うこと。http://www.jbcf.jp/ 

レース参加料はチーム単位で、事前にお届け済みの郵貯口座から、下記引落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。 

 【一般競技】 

 山口県自転車競技連盟公式ホームページから、申込用紙をダウンロードし必要事項を記入の上、参

加料を添え現金書留にて、「きらら浜サイクルミーティング大会事務局」へ郵送いただくか、直接

http://www.jbcf.jp/
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お申し込みください。 

〒754-0897 山口県山口市嘉川 4188番地 棟久方 

山口県自転車競技連盟 きらら浜サイクルミーティング大会事務局 宛 

電話 090-5374-8498 （担当・棟久） 

また、インターネット申込みの「スポーツエントリー」でのお申込みも可能です。 

 

http://www.sportsentry.ne.jp/ 

セブンイレブン・ローソン・デイリーヤマザキ・ミニストップなどのコンビニ店及び 

クレジットカードで参加費支払が行えます。 

  

  

10. 申込み締切日 【一般の部】 

 ４月３０日（日）  エントリー締切り 

 【JBCF競技】 

 ※JBCF公式ホームページを参照のこと。http://www.jbcf.or.jp/ 

  

11. 駐車場 大会時には、会場となる公園内では他団体のイベント等が開催されております。駐車場は所定の場

所をご利用ください。また、駐車場は公園利用者との共有スペースとなる為、自走でのウォーミン

グアップはご遠慮ください。コース内の空いたスペース又は、各選手、チームの責任の元で交通ル

ールを遵守の上で公道で行ってください。 

  

12. お問合せ ●一般競技のエントリーに関すること 

 山口県自転車競技連盟 事務局 

yamaguchi98_cf@yahoo.co.jp 

・電話 090-5374-8498 （担当・棟久） 

 ●JBCF競技のエントリーに関すること 

 JBCF事務局 本部 

info@jbcf.or.jp  ※問い合わせは、全て Eメールとします。 

  

13. 会場アクセス ＜車でお越しの方＞ 

●山陽自動車道山口南ＩＣ    約１５分 

●山陽自動車道宇部下関線経由 

山口宇部道路阿知須ＩＣ     約５分 

 

＜飛行機でお越しの方＞ 

●山口宇部空港から     車で約１５分 

 

＜電車でお越しの方＞ 

●JR新山口駅から     車で約１０分 

●JR宇部線阿知須駅から  徒歩約１５分 

 

http://www.jbcf.or.jp/
mailto:yamaguchi98_cf@yahoo.co.jp
mailto:info@jbcf.or.jp
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きらら浜サイクルミーティング５月大会 参加申込書 

●一般競技 出場カテゴリー （出場されるカテゴリーに丸を付けてください） 

 

５月６日（土） 

 ① 個人タイムトライアル      （中学生以上の男女） 

５月７日（日） 

① バンビーノ           （小学生 3 年生以下） 

② キッズ             （小学生 6 年から 4 年生） 

③ ユース             （中学生以下の男子） 

④ レディース           （女性） 

⑤ マスターズ           （40 歳以上） 

⑥ スポーツ            （小学生以上） 

⑦ 県内選手権           （2017 年 JCF 競技登録者） 

⑧ エキスパート          （中学生以上） 

 

（注意） ※JBCF 競技は、JBCF へ登録しているチームへ所属していない選手は申込みできません。 

 

●住所 〒                          ●電話番号 

 

                                    －   － 

●氏名（ﾌﾘｶﾞﾅ）                      ●生年月日（年齢） 

 

                      （男・女）     年   月   日（   歳） 

●学校名・所属クラブ等                  ●JCF 登録番号（登録者のみ） 

 

 

参加料 ：   １カテゴリー ４０００円 （中学生以下 １０００円） 

複数カテゴリー ７０００円 （中学生以下 ２０００円） 

 （あなたの参加料           円） 

（申込書送付先） 

〒754-0897 山口県山口市嘉川４１８８番地 棟久方 

山口県自転車競技連盟 きらら浜サイクルミーティング大会事務局 宛 

電話 090-5374-8498 （担当：棟久） 

 

誓 約 書 

「きらら浜 サイクルミーティング」に参加するにあたり、諸規定に従い、万一事故の場合といえども本人

が責任を負い、主催者に一切の責任を問わない事を誓約します。 

 

平成  年   月   日    本人署名                       印 

 

平成  年   月   日    保護者署名                      印 

                 （未成年者参加の場合） 

※ お客様から収集した個人情報の利用について 

お客様にご記入頂いた個人情報は、きらら浜サイクルミーティングでの資料として利用いたします。 

 個人情報は、大会開催を達成する事以外に利用いたしません。但し、大会後のアンケート依頼や、次回大会に関連する案内を行う場合があります。 

 


