
テクニカルガイド

１．⼤会実施概要
⼤会名：第 23 回⻄⽇本チャレンジサイクルロードレース
主 催：広島県⾃転⾞競技連盟
後 援：(⼀社)中央森林公園協会 （公財）⽇本⾃転⾞競技連盟

２．主要役員
レースディレクター：久保昌⼈
チーフコミセール ：⾒崎仁郎
コミセールパネル ：久保昌⼈、⾒崎仁郎、⾼橋真

３．会場について
（１） ⼤会会場： 広島県⽴中央森林公園 サイクリングコース

広島県三原市本郷町上北⽅１３１５番地

アクセス：広島⽅⾯から ⼭陽道 河内 IC 下⾞後約 7km
福⼭⽅⾯から ⼭陽道 本郷 IC 下⾞後約 7km

「公園別れ交差点」より県⽴中央森林公園に⼊場してください。
⼊場後、⾞両の場合は各料⾦所を通り（県⽴中央森林公園の通常の駐⾞料⾦がかかります）、
本⼤会で駐⾞可となっている駐⾞スペースに⾞両を停めてください。
本⼤会で駐⾞が許可されている駐⾞場、駐⾞スペースはガイドブック最終項に記載されています。



４．タイムテーブル

距離 サインシート スタート 表彰予定
周回数 締切時間 時間 時間

試⾛ 12.3ｋｍ
試⾛ 1.0㎞

3.0ｋｍ
1.0km×3周

24.6ｋｍ
12.3ｋｍ×2周

12.3㎞
12.3ｋｍ×1周

36.9ｋｍ
12.3ｋｍ×3周

36.9ｋｍ
12.3ｋｍ×3周

61.5ｋｍ
12.3ｋｍ×5周

36.9ｋｍ
12.3ｋｍ×3周

36.9ｋｍ
12.3ｋｍ×3周

24.6ｋｍ
12.3ｋｍ×2周

36.9ｋｍ
12.3ｋｍ×3周

12.3㎞
12.3ｋｍ×1周

12.3㎞
12.3ｋｍ×1周

カテゴリー

B-C1 7：00〜8：00 8:15 8:30

6：30〜8：00（※7：40以降スタート禁⽌）

8：00〜8：20

B-2 7：00〜8：20 8:35 8:50

B-1 7：00〜8：25 8:40 8:55

A-J

A-U 7：00〜9：30 9:45 10:00

A-M 7：00〜9：33 9:48 10:03

A-E 7：00〜10：50 11:05 11:20

A-Y

A-F 7：00〜12：48 13:03 13:18

B-3 7：00〜13：50 14:05 14:20 15:30

B-C2 7：00〜13：53 14:08 14:23 15:00

B-F 7：00〜13：53 14:08 14:23 15:00

9:50

11:15

14:25

受付時間

7：00〜12：45 13:00 13:15

8:50

13:00



５．⼤会当⽇の流れ

（１）⼤会本部 ⼤会本部はスタートフィニッシュライン横に午前 7 時からコミセールの業務終
了まで開設されます。

（２）受付  出⾛するカテゴリーのスタート 30 分前までに、フィニッシュ地点付近の受付
テントにて受付を⾏い、ゼッケン、計測チップ、プログラムを受け取る。
A 部⾨については競技者登録証の提⽰が必要となります。

（３）準備 ゼッケン、計測チップを決められた位置に設置します。

（４）招集  スタート 15 分前までにスタート・ゴール地点付近に設置されている招集テン
トにて出⾛サインをしてください。出⾛サインをしていない場合、失格となり
ます。

（５）スタート 出⾛時間 10 分前までにスタートライン周辺に集合し招集役員の指⽰に従いス
タートラインに整列してください。A-E クラスについては招待選⼿が並ぶ最
前列エリアを設置し、その他の選⼿はそれ以降先着順で並んでください。A-E
クラス、B-C1 クラス以外はフィニッシュラインの⼿前２００ｍからのスター
トとし全ての選⼿が先着順に並んでください。

ゼ ッ ケ ン の 装 着 位 置



（６）タイムアウト  複数周回するカテゴリにおいて、スタート/ゴール地点で先頭から 10 分以上
遅れた選⼿はタイムアウトとなる場合があります。競技役員よりタイムアウ
トを宣告された選⼿はゴール地点から速やかにチップ回収エリアへ移動し、
計測チップを返却してください。
またタイムアウト前にスタート/ゴールエリアへ帰ってきてリタイアをする
選⼿はリタイアする旨を役員に必ず伝えてスコースから離脱してください。
スタート/ゴール地点以外で棄権する選⼿は絶対にコースの逆⾛をせず、最後
尾を⾛⾏しているサグワゴン⾞に乗⾞してください。サグワゴン⾞はスター
ト/ゴール地点付近の安全な場所まで棄権した選⼿を運びます。

（７）ニュートラルサービス
A のすべてのカテゴリ及び B-3 のカテゴリにおいてニュートラルサービスを
⾏います。
主催者で⽤意しているギアはシマノ 10 段及び 11 段です。
ニュートラルサービスはモーターバイクによって⾏います。サポートのある
カテゴリでサポートを受けた選⼿は競技終了後⼤会本部テント付近にて交換
したホイールと⾃⾝のホイールを交換してください。

（６）ゴール  ゴールした選⼿は後ろからゴールしてくる選⼿に注意し、すみやかに計測チ
ップ回収エリアに移動してください。

（７）表彰 各カテゴリ終了後、準備が整い次第、スタート/ゴール付近の表彰式場にて表
彰を⾏います。表彰対象は要項に記載されている通りです。
 表彰対象者は全員、式典への正しい服装での出席を義務付けます。

（８）各種情報とコミュニケ
競技結果及び追加でのお知らせや、すでに出している情報についての修正な
どに関しては、広島県⾃転⾞競技連盟の公式ホームページに、⼤会当⽇におい
ては受付横のコミュニケボードへ⼤会本部から発⾏し掲⽰します。

（９）救急措置 競技中の負傷疾病については、現場における応急措置は主催者にて⽤意しま
すが以後の措置については参加⾃⾝の責任において⾏ってください。
当⽇は健康保険証を持参すると共に、可能な限り随⾏者を伴って参加される
ことを推奨します。



６.特別規則
（１）ギア規制について

Ａ−Ｊカテゴリは７．９３ｍ、Ａ−Ｙカテゴリは７．０１ｍにてギア規制を実
施する。ゴール後コミセールの指⽰に従い、受付テント横にてギアチェックを
受けてください。

（２）服装について ⼤会当⽇の気温を鑑み、全てのカテゴリにおいて防寒具の着⽤を認めます。

A カテゴリー
⼤会当⽇における最新の JCF 競技規則第 3 章「競技者の装備」に記載されている
通りです。

B カテゴリー
装備（服装）については、⾃転⾞専⽤のウエアの他に、安全にレースを⾛ることがで
きる服装での参加が可能です。仮装などは他の選⼿に危険を与える可能性があるた
め禁⽌します。
ヘルメットに関しては⽇本⾃転⾞競技連盟の公認した「JCF」の標⽰があるもの及び

「JKA」の認定の物を着⽤してください。JCF の標⽰のあるものでもタイムトライア
ル
系の競技においてのみ使⽤できる物での参加は出来ません。（エアロヘルメット形状
のもの）
B-C1,B-C2 クラス参加選⼿において、これらのヘルメットが⼤きすぎ危険な場合、
「SG」の標⽰がある安全なヘルメットで代⽤する事が出来ます。

(３)⾃転⾞ A カテゴリー
下記にあげる点以外は、⼤会当⽇における最新の JCF 競技規則第 3 章「競技者の装
備」に記載されている通りです。

・ビデオカメラ等の搭載は、⾃転⾞専⽤の物であっても禁⽌されます。
・ディスクブレーキ使⽤は、本⼤会では使⽤禁⽌とします。

B カテゴリー
競技規則で認められているロード・レーサーの他に、本コースを安全に⾛る事のでき
るスポーツ⾞での参加が可能です。
但し、ランプやミラー、キャリア、スタンド、錠前、ビデオカメラ等のレースを⾛る
上で必要のない部品は、⾃⾝及び他の選⼿に危険を与えるため取り外してください。
ハンドルはドロップまたはフラット型とし、ブルホーン型、延⻑バー付きのハンドル
等は使⽤できません。また、フリー式でない⾃転⾞、前後にブレーキがついていない
⾃転⾞、ディスクブレーキのついている⾃転⾞は使⽤できません。



(４)飲⾷料の補給について
A―E クラス
レース開始後 2 周回完了後から 4 周回完了までの 2 周回のみに限りスタートゴール地
点⼿前 300m から 100m 付近の指定場所にて飲⾷料の補給を認める。また、⾷料、ボト
ル、⾐類等不要物の投棄はこの指定場所でチーム員がその投棄物をすみやかに回収で
きる場合に限り認められる。その他の場所での投棄は禁⽌する。

A- E クラス以外
レース中の補給は認められません。また、レース中のいかなる場所においても
⾷料、ボトル、⾐類等の投棄は認められません。

７.注意事項
（１） 駐⾞場について

駐⾞禁⽌場所は他のイベント等での使⽤が予定されており、利⽤者とのトラブルにつながる
可能性がありますので、ご協⼒をよろしくお願いします。

公園内の駐⾞可能な場所：
・⼤会受付テント横の招待チーム⽤駐⾞場以外の駐⾞エリア
・第 9 駐⾞場登坂⼊り⼝⼿前〜第 7 駐⾞場⼿前の側道（歩道側）
・第 8 駐⾞場、第 7 駐⾞場、第 6 駐⾞場、第 5 駐⾞場

公園内の駐⾞禁⽌場所：
・第 9 駐⾞場（但し、他イベント終了後は開放される可能性があります。）
・第 9 駐⾞場への上り坂側道
・第 4 駐⾞場



※ ⼤ 会 本 部 エ リ ア 周 辺 の 駐 ⾞ 可 能 エ リ ア 、 駐 ⾞ 禁 ⽌ エ リ ア 図

８.全⽇本選⼿権申込資格について
本⼤会は全⽇本選⼿権申込資格獲得⼤会となっております。資格基準はＡカテゴリ全
てにおいて 15 位以内が対象となっています。
詳細は公式サイトにてご確認ください。
ＪＣＦサイト
http://jcf.or.jp/wp2012/wp-content/uploads/downloads/2018/02/AJR180126a.pdf


