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1    大 会 名  第 23 回西日本チャレンジサイクルロードレース 

2    主   催  広島県自転車競技連盟  

3    後   援  （一財）中央森林公園協会  （公財）日本自転車競技連盟          

4  協   賛  未定 

5  開 催 日   2018 年 3 月 11 日（日） 

6  会   場  広島県立中央森林公園サイクリングロード（1 周回 12.3ｋｍ 特設コース 1.0ｋｍ） 

          〒729-0416 広島県三原市上北方１３１５ 

7  カテゴリー・Ａ 部門 

   2018 年 JCF 通年登録競技者および UCI 登録選手。上位選手には全日本自転車競技選手権大会ロードレースの申

込資格が与えられる。 

7.1 種別・資格・距離・定員 

     （公財）日本自転車競技連盟の 2018 年度登録者で次の各種別に該当する登録競技者 

          （1） A-E 1984 年から 1995 年生まれの男子  61.5ｋｍ（５周回）  100 名 

     （2） A-M 1983 年以前生まれの男子      36.9ｋｍ（３周回）   100 名 

     （3） A-U 1996 年から 1999 年生まれの男子  36.9ｋｍ（３周回）   100 名 

     （4） A-J 2000 年、2001 年生まれの男子    36.9ｋｍ（３周回）   100 名 

           (5)   A-Y  2002 年以降生まれの男子      36.9ｋｍ（３周回）   50 名 

           (6)   A-F  中学生以上の女子         24.6ｋｍ（２周回）   50 名 

           ※ Ａ-Ｍ/Ｕ で希望するものは、Ａ-Ｅ に出場可能とする。 

    7.2  実施日時 2018 年 3 月 11 日（日） 

     開  門      6：30 ～ 

     受  付（全種別） 7：00 ～ 各種別スタート時刻の 30 分前まで 

       （種別） （受付締切） （出走サイン締切）  （スタート） 

     （1） A-E    10：50     11：05       11：20 

     （2） A-M     9：33         9：48       10：03 

     （3） A-U     9：30          9：45        10：00 

     （4） A-J    12：45       13：00             13：15 

           (5)   A-Y     12：45         13：00              13：15（Ａ-Ｊと昆走。表彰は別途） 

           (6)   A-F     12：48     13：03             13：18 

   7.3 テクニカルガイド 

      テクニカルガイドは、ホームページ上に掲載する。 

   7.4 参加申込 

申込締切日  2018 年 2 月 26 日（月） 

      参加申し込みはスポーツエントリーで申し込むこと 

① 【ＷＥＢ】スポーツエントリー （ http://www.sportsentry.ne.jp ） 

② 【電話申込】電話：0570-550-846 

（平日 10：00～17：30 ガイダンスに従って「1」を押してください。 

※通話料は申込者負担です。 

※支払いに関する案内がありますので、メモを用意して電話してください。 



※参加料はクレジットカードかコンビニエンスストアでの支払いとなります。 

※ＩＰ電話、ＰＨＳ，ケーブルテレビ電話、海外からの電話は繋がりません。 

   7.5 参加料    A-Y/F  2,000 円／1 名 

             A-J   3,000 円／1 名 

A- U/E/M 5,000 円／1名 

            エントリーサイトの指示に従い支払うこと。 

            尚、一旦受け付けた参加料はいかなる理由でも返却しない。 

            （荒天、道路凍結、災害の天変地異による開催不能の場合も同様） 

   7.6 表彰  （表彰式は原則として各種目のレース終了 10 分後に行う） 

            各種別 1 位～8位までの競技者を表彰する。 

(A-F は 5 位まで） 

    7.7 競技規則 （公財）日本自転車競技連盟規則及び大会特別規則による。 

   7.8 参加上の注意 

        （1） 参加競技者の服装・装備等は競技規則内のものとする。必ず（公財）日本自転車競技連盟

公認ヘルメットを着用すること。ディスクブレーキは禁止します。 

      尚、ビデオやカメラ等の搭載も禁止します。 

                （2） テクニカルガイド、エントリーリストおよび注意事項等は、コミュニケとして必要に応じ

広島県自転車競技連盟のＷＥＢサイトにて発表する。郵送等での注意伝達は行わないので

各自十分に注意すること。 

8 カテゴリーＢ 部門 

  ＪＣＦ通年登者競技者（目安として過去にカテゴリーＡで入賞経験のない者）、臨時登録競技者※ 

※臨時登録競技者とは申し込みと同時にＪＣＦ臨時登録競技者として当大会のみ有効な登録が 

主催者によってなされる。 

    8.1 種別・資格・距離・定員 

       （学年は 2018 年 3 月 11 日競技開催日を基準とする） 

       (1)   Ｂ-Ｃ1  小学校 1・2・3 年の男女 1.0ｋｍ（特別コース３周回）  20 名 

       （2）  Ｂ-Ｃ2  小学校 4・5・6 年の    12.3ｋｍ （1 周回）         50 名 

            (3)  Ｂ-1      中学生以上の男女    12.3ｋｍ （1周回）         100 名 

      (4)  Ｂ-2      中学生以上の男女    24.6ｋｍ （2周回）         150 名 

      (5)  Ｂ-3      中学生以上の男女    36.9ｋｍ （3周回）         150 名 

      （6） Ｂ-F    中学生以上の女子   12.3ｋｍ （1周回）         50 名 

              ※資格を満たせば重複エントリーは可。但し参加費は 1レースにつき 1名分を支払うこと。 

     8.2  実施日時 2018 年 3 月 11 日（日） 

          開  門        6：30 ～ 

          受  付（全種別）   7：00 ～ 各種別スタート時刻の 30 分前まで 

            （種別） （受付締切） （出走サイン締切）  （スタート） 

          （1） B-C1     8：00      8：15        8：30 

          （2） B-C2    13：53      14：08            14：23   

          （3） B-1      8：25        8：40              8：55 

          （4） B-2      8：20        8：35               8：50 

                (5)   B-3     13：50       14：05             14：20 

                (6)   B-F       13：53      14：08            14：23  



          8.3 参加申込 

申込締切日  ２０１８年２月２６日（月） 

           参加申し込みはスポーツエントリーで申し込むこと 

① 【ＷＥＢ】スポーツエントリー （ http://www.sportsentry.ne.jp ） 

    ②【電話申込】電話：0570-550-846 

（平日 10：00～17：30 ガイダンスに従って「1」を押してください。 

※通話料は申込者負担です。 

※支払いに関する案内がありますので、メモを用意して電話してください。 

※参加料はクレジットカードかコンビニエンスストアでの支払いとなります。 

※ＩＰ電話、ＰＨＳ，ケーブルテレビ電話、海外からの電話は繋がりません。 

      8.4  参加料   小学生   1,000 円／1名 

             中学生   3,500 円／1名 

高校生以上 6,000 円／1名 

            エントリーサイトの指示に従い支払うこと。 

            尚、一旦受け付けた参加料はいかなる理由でも返却しない。 

            （荒天、道路凍結、災害の天変地異による開催不能の場合も同様） 

       8.5 表彰  （表彰式は原則として各種目のレース終了 10 分後に行う） 

             B-C2、B-1、B-2、B-3 は各 1位～5 位までの競技者を表彰する。 

B-C1、B-F は各 1 位～3位までの競技者を表彰する。 

      8.6 競技規則  

        （公財）日本自転車競技連盟規則及び大会特別規則による。 

         使用する自転車は、ロードレーサーおよびスポーツ車でフリー式とする。但し、ランプミラー、

キャリア、スタンド、錠前等、レース上必要のない部品は取り外すこと。ハンドルはドロップ又

はフラット型のみとし、ブルホーン型、延長バー付きハンドル等の使用はできない。 

ディスクブレーキは禁止します。

尚、ビデオやカメラ等の搭載も禁止します。 

     8.7 参加上の注意 

       （1） 各自の安全走行の為、大会前日までもしくは大会当日の試走の時（6:30～8：00）に 1周回以 

上走行することを推奨する。（B-C1 を除く） 

              （2） テクニカルガイド、エントリーリストおよび注意事項等は、コミュニケとして必要に応じ広 

島県自転車競盟 ＷＥＢサイトにて発表する。郵送等での注意伝達は行わないので、各自十 

分に注意すること。 

       （3） 18 歳未満の参加競技者は保護者の同意を必要とする。 

       （4） 大会に使用するゼッケン等は、当日受付で配布する。 

       （5） 参加競技者の服装・装備等は競技規則内のものとするが、着用するジャージのデザインは問 

わない。必ず（公財）日本自転車競技連盟公認ヘルメットを着用すること。 

        （6） 自転車の整備に十分注意し、レース前日およびレース前には再点検すること。 

   9 全種別共通の注意事項 

（1） 参加競技者は、大会参加に耐えうる充分な健康体であること。 

（2） 受付向かい側テント（大会本部前）にサインシートがあります。スタート 15 分前までに必ず



サインしてください。 

（3） 出走時間等が変更される場合はアナウンスによって告知しますのでご注意ください。 

（4） 大会の負傷等については、応急処置は主催者で行うがその後は参加者の責任・費用負担とす

る。 

（5） 参加競技者は、必ず各自で第三者賠償保険・傷害保険（スポーツ安全保険等）に加入するこ

と 

（6） 当日、健康保険証を必ず持参すること。 

（7） 試走は 12.3Km コースは、大会当日の 6：30～8：00 までとする。但し、7：40 以降はスター

ト・フィニッシュ地点を通過してはならない。1.0ｋｍコースの試走は 8：00～8：20 分まで

とする。尚、試走中はコース設営中ですので十分に注意して走行してください。 

（8） 駐車は公園内の駐車場（第４駐車場を除く）、第７駐車場からスタート・フィニッシュ地点手

前３００ｍのコース入口付近の山側（路肩に乗り上げること）とします。車道駐車する場合

はに縦列（進行方向のまま）駐車して通路側にリアゲートを開かないでください。S/F 地点

手前約 300ｍ（木馬のあるところ、コースへの入り口付近）から第９駐車場への坂道にはバ

スの通行に支障がでますので駐車禁止とさせていただきます。 

（9） 駐車場が不足しますので駐車エリアでのテント類の設置は禁止します。係員の指示は厳守し

てください。 

（10） 事故防止のため運動広場外周路と園内車道でのウォーミングアップは禁止します。第 4駐車

場を使用するかローラー台を使用してください。 

（11） 複数周回の種別では本部ゴールラインを先頭が通過してから 10 分以上遅れた者は失格とす

る。但し、2 周回での種別では最後尾の選手が先頭の選手に抜かれないと判断できたら失格

としない場合があります。 

（12） Ａ-Ｅカテゴリーはレース開始後２周回完了後から４周回完了まで２周回のみに限りＳ／Ｆ地

点手前約 300ｍから 100ｍ付近の指定場所にて補給を認める。その他のカテゴリーにおいては

第 3者からの飲食物の補給は認めない。 

（13） ニュートラルサービスはカテゴリー A および B-3 クラスのみ行います。 

（14） ＢＣ-1，ＢＣ-2 のカテゴリーでは保護者の伴走を認めます。 

（15） 計測チップを使用します。フロントフォーク（左右どちらでも可）計測チップ・ゼッケンは

必ずゴール付近の所定の場所で返却してください。 

（16） ゼッケンは必ず背中中央に 1 枚、右横腹に 1 枚装着してください。 

（17） 飲食物は個人で携行できるが他の者からの補給（Ａ-Ｅカテゴリーを除く）や交換はできませ

ん。又、アルコール類、興奮剤等の薬品は使用することはできません。 

（18） 参加申込書に記載された個人情報は、資格の確認及び大会にかかる諸連絡を行うほか、氏

名、生年月日、所属、競技成績、競技歴、写真等をポスター、プログラム、コミュニケ等で

掲載するなど、新聞社等マスコミ関係に情報を提供し、新聞等メディアに掲載される場合が

ある。大会の映像、写真、記事、個人記録などが新聞、テレビ、雑誌、インターネットに掲

載されることがあるが、その権利は主催者に属することを了承してください。  

（19） 詳細はテクニカルガイドに記載します。かならずお読みください。 


