
第 26 回 西日本チャレンジサイクルロードレース 実施要項 

   

 

1    主  旨  競技の普及・発展と社会的認知の高まりを期してチャレンジサイクルロードレースを開催する。 

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   

（一財）日本サイクルスポーツ振興会        

4  協   賛  マヴィックジャパン株式会社  

5  開 催 日   2021 年 3月 14 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） 

          〒729-0416 広島県三原市上北方１３１５ 

7  カテゴリー・Ａ 部門 

   2021 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 2021 年選手登録者および UCI 登録選手で次の各種別に該当する登録競技者 

          （1） A-E       1987 年から 1998 年生まれの男子  86.1ｋｍ（7 周回）  100 名 

     （2） A-M       1986 年以前生まれの男子      61.5ｋｍ（5 周回）   100 名 

     （3） A-U       1999 年から 2002 年生まれの男子  86.1ｋｍ（7 周回）   100 名 

     （4） A-J       2003 年、2004 年生まれの男子     61.5ｋｍ（5周回）   100 名 

           (5)   A-Y（U17+U15）  2005 年以降生まれの男子      61.5ｋｍ（5 周回）   100 名 

           (6)   A-F             女子               36.9ｋｍ（3 周回）   50 名 

        ※A-F は（エリート・ジュニア・U17・U15 別のリザルトも出す。） 

 ※ A-M 及び A-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 2021 年 3月 14 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） （出走確認締切）  （スタート） 

     （1） A-E    10：40     10：55       11：10 

     （2） A-M     8：03         8：18        8：33 

     （3） A-U     8：00          8：15         8：30 

     （4） A-J     13：20       13：35             13：50 

           (5)   A-Y     13：20       13：35             13：50 

           (6)   A-F      13：23      13：38             13：53 

 

   7.3 参加申込 

申込締切日  2021 年 3月 5 日（日） 

     各カテゴリーのエントリーURL から申し込むこと。 

     （１） A-E  1987 年から 1998年生まれの男子  86.1ｋｍ（7 周回）  100 名 

          ※ Ａ-Ｍ/Ｕ で希望するものは、Ａ-Ｅ に出場可能 

        A-E エントリーURL https://forms.gle/bjXPz1ga7L6PCaK76 

https://forms.gle/bjXPz1ga7L6PCaK76


 

 

     （２） A-M  1986 年以前生まれの男子      61.5ｋｍ（5 周回）   100 名 

        A-M エントリーURL https://forms.gle/eZQGPkmDn6RuPwuf8 

 

     （３） A-U  1999 年から 2002年生まれの男子  86.1ｋｍ（7 周回）   100 名 

        A-U エントリーURL https://forms.gle/oHKtNp8YBpEZD8Qz6 

 

     （４） A-J  2003 年、2004 年生まれの男子    61.5ｋｍ（5 周回）   100 名 

        A-J エントリーURL https://forms.gle/escTcoHXTqdrQYJ97 

 

（５）   A-Y（U17+U15）  2005 年以降生まれの男子      61.5ｋｍ（5 周回）   100 名 

A-Y エントリーURL https://forms.gle/E5eLJDYmRhmKGwet9 

 

（６）   A-F             女子               36.9ｋｍ（3 周回）   50 名 

A-F エントリーURL https://forms.gle/f9BE68JsjerXwot5A 

 

 

   7.4 参加料    A-Y/F   3,000 円／1 名 

             A-J    4,000 円／1 名 

A- U/E/M 5,000 円／1 名 

            大会当日、現金にて受付にてお支払いください 

（お釣りのないようにお願いします） 

            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） 

 

   7.5 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） 

            各カテゴリー1 位～6 位までの競技者を表彰する。 

 

    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） 全参加競技者は当日受付に 2021 年登録証（ライセンス）を提示すること 

        （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。 

       （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。 

   

https://forms.gle/eZQGPkmDn6RuPwuf8
https://forms.gle/oHKtNp8YBpEZD8Qz6
https://forms.gle/escTcoHXTqdrQYJ97
https://forms.gle/E5eLJDYmRhmKGwet9
https://forms.gle/f9BE68JsjerXwot5A


 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）に出走確認テントを設ける。スタート 15 分前までに必ず

通過すること。 

（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するのでご注意すること。 

（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、大会当日の 6：30～7：50 までとする。但し、7：30 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。尚、試走中はコース設営の車両が進入することがあるので十分

に注意して走行すること。 

（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）とする。車道駐車する場合は

縦列に（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こと。 

（9） 駐車場が不足するので駐車エリアでのテント類の設置は禁止する。係員の指示に従うこと。 

（10） 事故防止のため園内車道でのウォーミングアップは禁止とする。運動広場外周路又はローラ

ー台を使用すること。 

（11） 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、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にしない場合がある。 

（12） 補給はレース開始後３周回完了手前（約 36.6ｋｍ）から最終周回の前の周回まで認める。補

給は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。A-F 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行うが，リムブレーキのみに対応しディスクブレーキには対応しな

い。 

（14） 計測チップを使用する。フロントフォーク（左右どちらでも可）計測チップは必ずゴール付

近の所定の場所に返却すること。 

（15） ボディゼッケンは腰の位置に縦に 2 枚、背骨を挟んで左右に 5cm 離して装着すること。 

（16） 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。  

 

※新型コロナウィルス感染症対策のため以下のことに協力すること。 

・当日朝の体温・健康チェックし、３７．５℃以上の発熱・風邪様の症状がある場合は，参加を

見合わせる。 

・参加者体調確認シートを受付時に提出すること。 

・体調確認シートの質問項目に「有」がある選手は参加を控えること。 

・サポーターの数を最小限にする。 



・会場では競技中以外はマスクを着用する。 

・大きな声での声援を控えてもらう。 

・会場ではソーシャルディスタンスを保つようにする。 

・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。 

・試合に関わる全ての者（大会役員，審判，指導者，選手等）は，来場前２週間における ア：

平熱を越える発熱，イ：咳や喉の痛みなど風邪の症状，ウ：だるさ（倦怠感），息苦しさ（呼吸

困難），エ：味覚や嗅覚の異常，及び行動の記録しておき、求められれば提出できるようにして

おくこと。 

※新型コロナウィルス感染症対策のため、軽微な負傷等は参加者で対応すること。 

※ 新型コロナウィルス感染症の感染状況等により、順延・中止や競技内容等を変更する場合あ

るので広島県自転車競技連盟 HP 等で確認すること。 
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