
第２４回⻄⽇本チャレンジサイクルロードレース⼤会 実施要項 
ver.181225 

1. 主催 広島県⾃転⾞競技連盟 
2. 共催 （⼀財）中央森林公園協会（予定） 
3. 後援 （公財）⽇本⾃転⾞競技連盟（予定） 
4. 協賛 
5. 開催⽇ ２０１９年３⽉１０⽇（⽇） 
6. 会場  広島県⽴中央森林公園 サイクリングロード 12.3 ㎞コース及び 1km 特設コース 

広島県三原市上北⽅ 1315 ℡：0848-86-9101 
右回り・⾃転⾞競技貴発着地点スタートフィニッシュ 

（キッズコースは運動広場特設コース） 

7. カテゴリー・A 部⾨ 
2019 年 JCF 通年登録競技者。 

7.1 種別・資格・距離・定員 
（公財）⽇本⾃転⾞競技連盟の 2019 年登録⼿続きを完了し、次の各種別に該当する登録競技者 
（１） A-E  ʻ85〜ʼ96 年⽣まれの男⼦ 61.5km  (5 周回)  150 名 
（２） A-M  ʻ84 年以前⽣まれの男⼦ 36.9km (3 周回） 100 名 
（３） A-U  ʻ97〜ʼ00 年⽣まれの男⼦ 36.9km (3 周回） 100 名 
（４） A-J  ʻ01、ʻ02 年⽣まれの男⼦ 49.2km (4 周回） 100 名 
（５） A-Y(U17+U15) ʼ03 年以降⽣まれの男⼦ 49.2km (4 周回） 100 名 
（６） A-F  中学⽣以上の⼥⼦  24.6km (2 周回)   50 名 

※A-M/U で希望する者は、A-E に出場可とする。 

7.2 実施⽇時 2019 年 3 ⽉ 10 ⽇（⽇） 
共通事項 開⾨ 6:15 試⾛時間 6:45~8:00 
（種別） （受付時間） （ｻｲﾝｼｰﾄ締切） (ｽﾀｰﾄ) （備考） 
（１） A-J 7:00〜7:30  7：45   8：00  パレードスタート 
（２） A-Y 7:00~7:30  7：45   8：03  パレードスタート 
（３） A-U 7:00~9:15  9：20   9：50 
（４） A-M 7:00~9:15  9：20   9：53 
（５） A-F 7:00~9:15  9：20   9：55 
（６） A-E 7:00~10:50 11：05  11：20 

7.3 参加申込 

参加申込はスポーツエントリー（web もしくは電話）による。 
申込締切⽇ 2019 年 2 ⽉ 25 ⽇（⽉） 



（１） 【WEB】スポーツエントリー（https://www.sportsentry.ne.jp/） 
スポーツエントリー内の⼤会ページ URL は決定次第広島県⾃転⾞競技連盟 web サイトに 
公開されます。 

（２） 【電話】スポーツエントリー  
電話：0570-039-846（平⽇ 10:00~17:30 受付 ※⼟⽇祝、年末年始を除く） 

  ※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、海外からの電話はつながりません。 

7.4 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うこと。なお⼀旦受け付けた参加料は如何なる理由でも返却
しない。（荒天、道路凍結、災害の天変地異等による開催不可の場合も同様） 

7.5 表彰（表彰式は原則として各種別のレース終了 10 分後に⾏う） 

各種別 1~8 位までの競技者を表彰する。（A-F は５位まで） 

7.6 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。 

7.7 参加上の注意 
（１） 全参加者は、当⽇受付に 2019 年登録証を提⽰すること。 
（２） エントリーリスト、注意事項等はコミュニケとして必要に応じて広島県⾃転⾞競技連

盟⼤会ページにて発表する。郵送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） A-J/Y クラスはスタート/フィニッシュラインより COM カーの先導によりパレード⾛
⾏にてスタートし、約 7km ⾛⾏後 COM カーからの旗によりリアルスタートとする。
パレード⾛⾏中は⾚旗が掲⽰され、この期間は⼗分に安全⾛⾏すること。 

（４） A-E カテゴリーはレース開始 2 周回完了後から 4 周回完了までの 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
リーにおいては第三者からの飲⾷物の補給は認めない。 

8. カテゴリー・B 部⾨ 
JCF 年通登録競技者（⽬安として過去にカテゴリーA で⼊賞経験の無い者） 
臨時競技登録者 
※臨時競技登録は申し込みと同時に JCF 臨時登録者として当⼤会の有効な登録がなされ
る。この登録は⼤会主催者によって⾏われるため、参加者による⼿続きの必要は無い。 

8.1 種別・資格・距離・定員 

（学年は 2019 年 3 ⽉ 10 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 (特設コース 1 周回)   20 名 
(2) B-C2 ⼩学校 4,5,6 年の男⼥ 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)   120 名 
(5) B-3  中学⽣以上の男⼥  36.9km (3 周回)   120 名 
(6) B-F 中学⽣以上の⼥⼦  12.3km (1 周回)   100 名 
※資格を満たせば重複エントリーは可。但し参加料は 1 レースにつき 1 名部⽀払うこと。 

8.2 実施⽇時 2019 年 3 ⽉ 10 ⽇（⽇） 

共通事項 開⾨ 6:15 試⾛時間 6:45~8:00 
（種別） （受付時間） （ｻｲﾝｼｰﾄ締切） (ｽﾀｰﾄ)  （備考） 

 (1) B-C1  7:00~ 9:45 10:00  10：15  運動広場特設コース 
 (2) B-2  7:00~12:50 13:05  13：20 
 (3) B-1  7:00~12:50 13:05  13：25 
 (4) B-3  7:00~13:50 14:05  14：20 
 (5)B-F  7:00~13:50 14:05  14：23 

8.3 参加申込 

参加申込はスポーツエントリー（web もしくは電話）による。 
申込締切⽇ 2019 年 2 ⽉ 25 ⽇（⽉） 
（３） 【WEB】スポーツエントリー（https://www.sportsentry.ne.jp/） 

スポーツエントリー内の⼤会ページ URL は決定次第広島県⾃転⾞競技連盟 web サイトに 
公開されます。 

（４） 【電話】スポーツエントリー  
電話：0570-039-846（平⽇ 10:00~17:30 受付 ※⼟⽇祝、年末年始を除く） 

  ※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、海外からの電話はつながりません。 

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 6,500 円/1 名 
（臨時登録にかかる登録料 1,000 円は上記に含まれています。複数にエントリー
された⽅は参加⽇当⽇受付にて、重複して徴収した臨時登録費⽤を返却しま
す。） 

エントリーサイトの指⽰に従うこと。なお⼀旦受け付けた参加料は如何なる理由でも返却
しない。（荒天、道路凍結、災害の天変地異等による開催不可の場合も同様） 

8.5 表彰（表彰式は原則として各種別のレース終了後１０分後に⾏う） 



各種別１位から５位までの競技者を表彰する。 
混⾛する種別においてもそれぞれの表彰を実施する。 

8.6 競技規則 

 (1)（公財）⽇本⾃転⾞競技連盟競技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ホイール式とする。た
だしキャリア、スタンド、錠前、ホーン、ビデオカメラ等レース上必要の無い突起物
となる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・延⻑バー付きハンドル等
は使⽤する事はできない。 
⾃⼰の責任において安全に⾛⾏できる⾃転⾞を準備すること。 

(2)参加競技者が⾝につけるものは規則に従ったものを推奨するが、スポーツに適した服
装での参加を認める。 
ヘルメットは(公財)⽇本⾃転⾞競技連盟公認のものを必ず着⽤すること。⼩学⽣以下
に限り保護者の責任において SG 規格のヘルメットの着⽤を認める。 

8.7 参加上の注意 

（１） 各⾃の安全⾛⾏のため、⼤会前⽇までもしくは⼤会当⽇の試⾛時間内に 1 周以
上を⾛⾏する事を推奨する。(B-C1 クラスは⼤会当⽇以外⾛⾏禁⽌となります) 

（２） エントリーリスト、注意事項等は⼤会ウエブ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） 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。 
（４） ⼤会に使⽤するゼッケン等は当⽇受付で配布する。 
（５） レース中に採算者からの飲⾷物の補給は認めない。スタート前に各⾃必要な飲

⾷物を携帯すること。 
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⼗分な健康体であること。 
（２） 18 歳未満の参加競技者は保護者の同意を必要とする。 
（３） 競技者は、必ず各⾃で第三者賠償保険・傷害保険（スポーツ安全協会等）に加

⼊すること。 
（４） ⼤会中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。当⽇は健康保険証を必ず持参すること。 
（５） 試⾛は⼤会当⽇の 6：30 より 8：00 までとする。但し、7：30 以降はスタート

する事が出来ない。B-C1 クラスについては出⾛時間前まで試⾛可能であるが、
他の種別にウォーミングアップと混⾛となるため周囲に注意して⾛⾏するこ
と。 

（６） ウォーミングアップは第 9 駐⾞場横にある運動広場外周路で⾏うことが出来
る。但し、10：00〜BC-1 クラスレース終了までは⾛⾏禁⽌とする。また、
10:00 までは B-C1 クラスの⼩学⽣が試⾛している可能性があるため、⼗分に注



意して⾛⾏すること。 
運動広場外周路以外での⾃⾛によるウォーミングアップは固く禁じる。 

（７） 駐⾞場は公園内の指定されたエリアとする。（指定エリアは⼤会 1 週間前までに
⼤会ウエブサイトへ掲載される「⼤会ガイドブック」にて発表される。）駐⾞エ
リアでのテント類の設置は禁⽌する。 

（８） 競技者はスペアタイヤ、修理⽤具、メガネ、腕時計は携帯できるが、ガラス容
器、その他危険物は携帯できない。 

（９） スタート/ゴール地点において先頭から⼀定時間遅れたものは失格とする。 
（１０） 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お⾏

うほか、⽒名、⽣年⽉⽇、所属、競技成績、競技歴、写真などをポスター、プ
ログラム、コミュニケ等で掲載する等、新聞社等マスコミ関係各社に情報を提
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
⼈記録等が新聞、テレビ、雑誌、インターネットに掲載されるが、その権利は
主催者に属する。 

10. 問合せ先 
広島県⾃転⾞競技連盟 ⻄⽇本チャレンジサイクルロードレース⼤会実⾏委員会 
⼤会ウエブサイト：https://hiroshima-
cf.info/event/%E7%AC%AC%EF%BC%92%EF%BC%94%E5%9B%9E%E8%A5%BF%E
6%97%A5%E6%9C%AC%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%8
2%B8%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%83%AD%E3%83%B
C%E3%83%89%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9/ 
問合せ先: 広島県⾃転⾞競技連盟 web サイト「お問合せ」より 


