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All Yamaguchi Ride Festa 2019 

2019.10.5 sun 維新やまぐちタイムトライアル 

 

実 施 要 項 

主  旨  青少年の心身の鍛錬と高揚を図り、日ごろの修練の成果を自転車競技独自のレースで試し、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。また、西日本地域での「観る人」

をターゲットとして国内最高峰トップライダーとの触れ合える参加型のイベントを開催し、サイク

ルスポーツを通じた交流人口の拡大を狙い、より多く愛好者に楽しめる空間環境を提供することで、

地域に根差したスポーツを構築していくことを目的とする。 

主 催 山口エリアサイクルイベント実行委員会 

協 力 ＪＢＣＦ（一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟） 

主 管 山口県自転車競技連盟 

１. 開催日 ２０１９年１０月５日（土）  （雨天決行） 

２. 開催地 山口きらら博記念公園 2050年の森⼤芝⽣広場外周特設コース （1周約 2.6km） 

 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. 競技内容 個人タイムトライアル（1周 2.6km） 
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４. スケジュール １０月５日（土） 

 

開門 6:00 -

ライセンスコントロール（P1） 8:30 9:00 競技本部テント

チームマネージャーズミーティング（P1) 9:00 9:20 競技本部テント前

コミッセールミーティング 9:20 9:40 競技本部テント前

P1試走 9:00 9:45 特設コース

ライセンスコントロール（E,F） 10:00 11:00 競技本部テント

一般の部受付 10:00 12:00 競技本部テント

P1　チームタイムトライアル（13㎞）　第１ヒート 10:00 10:20 特設コース

P1　チームタイムトライアル（13㎞）　第２ヒート 10:30 10:50 特設コース

P1　チームタイムトライアル（13㎞）　第３ヒート 11:00 11:20 特設コース

チームマネージャーズミーティング（E,F） 11:00 11:20 競技本部テント前

P1　チームタイムトライアル（13㎞）　第４ヒート 11:30 11:50 特設コース

E、F、一般の部試走 12:00 12:30 特設コース

個人タイムトライアル（2.6㎞）　中学生以下 12:40 12:50 特設コース

個人タイムトライアル（2.6㎞）　一般女子 12:50 13:00 特設コース

個人タイムトライアル（2.6㎞）　高校生 13:00 13:10 特設コース

個人タイムトライアル（2.6㎞）　一般男子 13:10 13:35 特設コース

E3　個人タイムトライアル（2.6㎞）　JBCF 13:40 14:10 特設コース

F　個人タイムトライアル（2.6㎞）　JBCF 14:10 14:40 特設コース

E2　個人タイムトライアル（2.6㎞）　JBCF 14:40 15:10 特設コース

E1　個人タイムトライアル（2.6㎞）　JBCF 15:10 15:40 特設コース

コミッセールミーティング 16:00 競技本部テント前

表彰式 競技終了次第随時 特設ステージ

内　　容 開　始 終　了 場　　所

※時刻や距離は、申込み人数により後日変更する場合があります。（一般の部は緑網掛け部分） 

５．定員 （1）個人タイムトライアル 中学生以下             20名 

 （2）個人タイムトライアル 高校生               20名 

 （3）個人タイムトライアル 一般男子              60名 

 （4）個人タイムトライアル 一般女子              20名 

６. 表彰 （1）個人タイムトライアル 中学生以下            1位～3位 賞状 

 （2）個人タイムトライアル 高校生              1位～3位 賞状 

 （3）個人タイムトライアル 一般男子             1位～3位 賞状 

 （4）個人タイムトライアル 一般女子             1位～3位 賞状 

７. 大会競技規則 （1）公益財団法人日本自転車競技連盟の競技規則【最新版】、大会特別規則により運営する。 

 （2）山口県自転車競技連盟のホームページに大会特別規則、スタートリスト、イベント全体の情報

を公開するので選手やチーム代者は WEBサイトをチェックすること。 

 （3）タイムトライアル用機材（ＤＨバー等）とエアロヘルメットの使用を認める。 

 （4）スタートリストに記載されたスタート時刻で、20秒ビハインドでのスタート方式とする。 

 （5）チームカーでの追走を認めない。 

 （6）ボディゼッケンは腰の位置に縦 1枚ゼッケンを装着すること。 

 （7）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うこと。 

 （8）使用する車種は、整備されたスポーツタイプのフリー付の自転車であること。一般男子クラス

を除き、ＭＴＢ、クロスバイク、子供用自転車の使用は許容する。 

 （9）事前に参加確認証等の郵送はしない。 

 （10）競技中の事故は主催者で応急処置を行うが、その後の処置については一切の責任を負わない。 

 （11）計測用センサーチップは、競技終了後は競技本部まで必ず返却すること。 

 (12) 本大会は競技レースであり、規則やコース等を十分確認に確認し、各自で傷害保険に加入し 
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た上で参加申込みすること。 

８. 参加料 （1）個人タイムトライアル 中学生以下           2,000円／名 

 （2）個人タイムトライアル 高校生             3,000円／名 

 （3）個人タイムトライアル 一般男子・女子         5,000 円／名 

９. 申込方法 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、「山口県自転車競技連盟大会事務局」へ郵送いただくか、直接お申し込

みください。 URL https://yamaguchi-cf.com/ 

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大会事務局 宛  電話 090-5374-8498 （担当・棟久） 

 

 https://www.sportsentry.ne.jp/ 

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 ２０１９年９月２９日（日） エントリー締切り 

 ※申し込み後のキャンセルは一切認めません。 

 ※参加料の返金は、いかなる場合（荒天などによる大会中止の場合等）でもいたしません。 

11. お問合せ 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） 

14.救急搬送先病院 山口大学医学部付属病院（山口県宇部市南小串 1-1-1  TEL 0836-22-2111） 

山口県立総合医療センター（山口県防府市大字大崎 77番地  TEL 0835-22-4411） 

（※状況により別の病院に搬送される場合もある） 

13. 会場アクセス 
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All Yamaguchi Ride Festa 2019 第 1 回 維新やまぐちタイムトライアル 

参 加 申 込 書 

●申込みカテゴリー （出場されるカテゴリーに丸を付けてください） 

１０月５日（土） 

 

①  個人タイムトライアル 中学生以下 

 

②  個人タイムトライアル 高校生 

 

③  個人タイムトライアル 一般男子 

 

④  個人タイムトライアル 一般女子 

 

●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                   ●傷害保険加入状況 

 

加入済 ・ 未加入 

（申込書・参加料送付先）〒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大会事務局 宛 

 

 

誓 約 書 
 

「All Yamaguchi Ride Festa 2019 第 1回維新やまぐちタイムトライアル」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。 

 

令和  年   月   日    本人署名                       印 

（未成年者参加の場合） 

 

 

   保護者署名                      印 

 

 

お客様から収集した個人情報の利用について ご記入頂いた個人情報は、「All Yamaguchi Ride Festa 

2019」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。 

 


