第5回 JBCF 伊吹⼭ドライブウェイヒルクライム
JBCFロードシリーズ
Jプロツアー第2戦／Ｊエリートツアー第3戦／Ｊフェミニンツアー第3戦
併催⼤会：伊吹⼭ドライブウェイヒルクライム（⼀般の部）
【⼤会実施要項】
主

旨

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⻘少年の⼼⾝の錬
磨と⾼揚を図るとともに、⽇頃の修練の成果を試し、明⽇への成⻑の基礎とするため本⼤会を⾏う

主
共
後

催
催
援

協 ⼒
主 管
ツアー協賛
（順不同）
協賛（予定）
特別協⼒

2014伊吹⼭ドライブウェイヒルクライム実⾏委員会
関ヶ原町、JBCF（⼀般社団法⼈全⽇本実業団⾃転⾞競技連盟)、NPOフレンドシップサイクル協会
⽶原市、関ヶ原町、揖斐川町、⽶原観光協会
中⽇新聞、岐⾩新聞社
岐⾩県⾃転⾞競技連盟
JBCF（⼀般社団法⼈全⽇本実業団⾃転⾞競技連盟)
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
⽇本バナナ輸⼊組合、カルピス株式会社、株式会社フォルクス、株式会社ウィズキット
⽇本⾃動⾞道株式会社伊吹⼭ドライブウェイ

1.開催⽇

2014年4⽉13⽇(⽇)

2.開催地

岐⾩県不破郡関ヶ原、伊吹⼭ドライブウェイ【全⻑14.9km/標⾼差1035ｍ】※除雪状況、天候によっては10.7kmで実施する。

3.スケジュール

4⽉12⽇(⼟)会場：関ヶ原町役場(岐⾩県不破郡関ケ原町関ケ原894-58)
内 容
開 始
終 了
場所
ライセンスコントロール 14:00
関ヶ原町役場 受付テント
16:00
関ヶ原ふれあいセンター
監督会議
16:00
16:30
宿舎にて※主要メンバーのみ
役員打合せ
18:00
19:00
4⽉13⽇(⽇)
内 容
競技役員打合せ
荷物受付
※⼀般の部

開 始
終 了
場所
伊吹⼭ドライブウェイ⼊り⼝付近
8:00
8:30
メナードランド跡地
11:00
12:40
15kmコース※天候によっては10.7kmで実施する。
9:30
12:40
⼀般の部下⼭打切り 12:30
JBCFレースが終了次第下⼭再開
スタート地点招集 13:00〜
スタート地点（伊吹⼭ドライブウェイ料⾦所）
スタートセレモニー 13:15
スタート地点（伊吹⼭ドライブウェイ料⾦所）
競技 P1
13:30
E1
13:34
F
13:36
E2
13:40
E3
13:44
下⼭
JPT最後尾選⼿が完⾛次第下⼭開始
表彰式
下⼭後随時
関ヶ原町役場 ステージトラック
4.競技内容

競技距離
内 容
レイティング
表彰式
P1
A-h
下⼭後随時 15km ※天候によっては10.7kmで実施する。
E1
B-h
下⼭後随時 15km ※天候によっては10.7kmで実施する。
E2
C-h
下⼭後随時 15km ※天候によっては10.7kmで実施する。
E3
D-h
下⼭後随時 15km ※天候によっては10.7kmで実施する。
F
F-h
下⼭後随時 15km ※天候によっては10.7kmで実施する。
(1) 下記のとおりチェックポイントを設置する。各チェックポイントの指定時間までに通過していない選⼿は、
⼤会役員がその旨を通告するので、速やかに競技を中⽌すること。当該選⼿はDNFとなり、完⾛とならない。
(2) DNFの選⼿は⼤会役員の指⽰に従い待機し、指⽰があるまで勝⼿に下⼭してはならない。
クラスタ
チェックポイント
制限時間
全クラス共通
10.7km地点
14:30
ゴール地点
15:10

5.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2013』（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

6.⼤会特別規則

7.表

彰

(1) マスドスタート⽅式の個⼈ロードレースとする。
※ 左側通⾏を厳守する事。またJPT以外のクラスタは下⼭との対⾯通⾏となるので注意する事。
(2) 各クラスタ、先頭選⼿のフィニッシュタイムに対して、P1は先頭選⼿から10分以上、
E1、E2、E3、Fは先頭選⼿から15分以上でFAD処理をする。また、全クラス共通で制限時間を設ける。
(3) 飲⾷料の補給は全クラスタ無しとする。
(4) 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離して縦向きに装着すること。
(5) 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。
(6) 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。
(7) コースの状況によっては距離等が短くなる場合がある。
(8) ライセンスコントロール(選⼿受け付け)は4⽉12⽇(⼟)のみ⾏う。
※ 道路上には駐⾞せず、必ず誘導看板に従って⼤会駐⾞場に⼊れ、受付終了後は速やかに退出してください。
(9) 出⾛サインはスタート地点(伊吹⼭ドライブウェイ料⾦所)で各スタートの10分前までに⾏うこと。
(10) JPT参加チーム全てに優先駐⾞を認める(1チーム7mx7mのスペース、後番のチームはスペースが⼩さくなる場合がある)
場所：(旧)メナードランド駐⾞場内⼊⼝付近(岐⾩県不破郡関ケ原町⼤字⽟1407)
(11) 下⼭⽤荷物、ホイール等の預かりについては、受付で渡された荷札に⾃⾝のゼッケン NO を記⼊し、
(旧)メナードランド駐⾞場内の荷物預り所に当⽇（4/13）12:40 までにお預けること。
※ すぐに荷物⾞は出発となるので、遅れた場合はお預かりできません。荷物はゴール地点でお引き取りく
ださい。なお、荷物の紛失、破損等については補償いたしませんのでご留意ください。
(12) 下⼭は役員の指⽰に従って下⼭すること。
(13) 表彰式は下⼭後随時⾏うので、対象者は速やかに下⼭し表彰式に参加すること。
(14) メナードランド跡地からスタート地点までは⾃転⾞で10分〜20分かかりるので注意すること。
(15) チームカーの追⾛
(1)全チームに追⾛⾞両を認める。
(2)スタート地点の料⾦所にて所定の料⾦（1 台 1,000 円）を⽀払い、引き換えに渡す駐⾞券をフロ
ントガラスの内側に外から確認できるように置き、待機。
(3)全選⼿スタート後、最後尾の回収⾞の後ろに続くこと。並び順の指定はしない。
(4)追い越しを禁⽌する
(5)チームカーからの機材、飲⾷料の補給は禁⽌とする。
(6)チームカーの下⼭は、全クラスタの選⼿の下⼭の最後尾とする。
(7)駐⾞場所は役員の指⽰に従うこと。
(16) 機材補給
【JPT】 JBCFで準備する（但し強者優先）。
【JET、JFT】 安全を確かめ、いずれの場所で⾏ってもよい（JBCFの随⾏⾞両は付かない）。
(1) P1
1位〜3位
賞状、賞品（JBCF規定）
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）
※出⾛⼈数が5名以下の場合は、1位のみ表彰とする。

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。
（本⼤会は4⽉開催なので消費税は8％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
＆参加料引落⽇

3⽉30⽇（⽇）
4⽉30⽇（⽔）
※レース参加料の返⾦はいたしません。

12.駐⾞場について

『(旧)メナードランド駐⾞場』を利⽤すること。住所：岐⾩県不破郡関ケ原町⼤字⽟1407

13.救急搬送先の病院 ■国⺠健康保険 関ヶ原病院
住所：〒503-1514 岐⾩県不破郡関ケ原町⼤字関ケ原 2490 番地の 29
電話：(0584)43-1122
■⼤垣市⺠病院
住所：〒503-8502 岐⾩県⼤垣市南頬町 4 丁⽬ 86 番地
電話：(0584) 81-3341
14.エントリーに
関する問い合せ先

JBCF 事務局 本部（2014年よりメールアドレスが変更となりました）

info@jbcf.or.jp
※問い合わせは、全てEメールとします。

15.レースに関する
問い合せ先

JBCF 事務局 事業部

・メール：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。

