
2022 年広島県ｻｲｸﾙﾛｰﾄﾞﾚｰｽ  5 月 22 日（日） 

兼広島県高校総体自転車競技ｻｲｸﾙﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 

 

主催 広島県自転車競技連盟    

主管 広島県自転車競技連盟  

後援 （公財）JKA （一財）中央森林公園協会 （公財） 広島県体育協会 

広島県高等学校体育連盟自転車専門部    

期日 2022年 5月 22日（日）雨天決行  8：00AM ｽﾀｰﾄ 

場所 広島県中央森林公園ｻｲｸﾘﾝｸﾞｺｰｽ（１周 12.3ｋｍ）及び SF地点周回コース(1周 1.0km)                         

 

種目等  競技種目 内容    定員 

 カテゴリーA 1 周 12.3km×8周（98.4km）     100 名 

  （高校総体男子  1周 12.3km×8周（98.4km）） 

            レディースＡ 1 周 12.3㎞×3周（36.9km）      50 名 

  （高校総体女子 1周 12.3㎞×3周（36.9km）） 

  スポーツ  1 周 12.3km×3周(36.9km)        100 名 

ビギナー  1 周 12.3km×1周(12.3km)       50 名 

キッズ B（小 4～6） 1 周 12.3km×1周(12.3km)  30 名 

            キッズ A（小 1～3） 1 周 1.0km×3 周(3.0km)  30 名 

 ※小学校 3 年以下で「キッズ B」に参加希望者、または小学生 4 年以上で「キッズ A」に参加希望者は本

連盟 HPお問い合わせ（https://hiroshima-cf.info/contact_2/）よりご相談すること。 

 

参加資格 （1）カテゴリーA レディース A JCF（UCI）登録者 

 （2）カテゴリーA レディース A 以外のレース 臨時登録及び JCF（UCI）登録者 

 ※登録選手は受付に JCF（UCI）登録証を持参すること。 

 ※JCF（UCI）登録者以外は全て臨時登録とする。臨時登録は受け付け後、まとめて本連盟が行う。臨時

登録費は参加費に含まれる。 

 ※エントリー多数の場合は広島県選手を優先することもある。 

 

参加費 （1）個人ロード登録レース     4,000 円 

 （2）個人ロード臨時登録レース   5,000 円（登録者は 4,000 円） 

 （3）キッズ               無料 

 ※エントリー費は当日受付にて支払うこと。 

 ※登録選手は登録証を持参のこと 

  ※参加費については、天災その他で大会が中止となった場合など、いかなる理由でも 

  返却できない。 

 

大会申込     大会申込は、以下（Google エントリー）からすること。 

 

カテゴリーA   1 周 12.3km×８周 （98..4km）  100 名 

カテゴリーA エントリーURL→  https://forms.gle/KD6PySA3jL5adz5z7 

 

 

レディースＡ   1 周 12.3㎞×4周 （49.2km）  50 名 

レディース AエントリーURL→  https://forms.gle/CZuUwY7MiU9vfaoc8 

 

スポーツ    1 周 12.3km×3周(36.9km)  100 名 

スポーツエントリーURL→  https://forms.gle/wxrTAGuHUG1FbDjQ9 

 

 

https://forms.gle/KD6PySA3jL5adz5z7
https://forms.gle/CZuUwY7MiU9vfaoc8
https://forms.gle/wxrTAGuHUG1FbDjQ9


ビギナー    1 周 12.3km×1周 (12.3km)  50 名 

ビギナーエントリーURL→  https://forms.gle/hf8t2kSkRpyw52sR6 

 

キッズ B（小 4～6） 1 周 12.3km×1周 (12.3km)  30 名 

キッズ B エントリーURL→  https://forms.gle/dZmyh7rZnNuzWFw29 

※小学校 3年以下で「キッズ B」に参加希望者は本連盟 HPお問い合 

（https://hiroshima-cf.info/contact_2/）よりご相談すること。 

 

キッズ A（小 1～3） 1 周 1.0km×3 周 (3.0km)  30 名 

キッズ AエントリーURL→  https://forms.gle/TAq7J5tfSTExmLQSA 

 ※小学生 4年以上で「キッズ A」に参加希望者は本連盟 HPお問い合わせ 

（https://hiroshima-cf.info/contact_2/）よりご相談すること。 

 

募集締切 5 月 12 日(木) 

 

タイムスケジュール 

 受付開始 全カテゴリー 7：00 

 

カテゴリー 受付終了 出走サイン終了 スタート 

カテゴリーA    7：40     7：50    8：00 

高校総体男子      8：03 

レディースＡ   10：40    10：50   11：00 

高校総体女子     11：03 

スポーツ   12：25    12：35    12：45 

ビギナー・キッズＢ   13：55    14：05    14：15   

キッズＡ   14：40    14：50    15：00 

 

選手選考 

 （1）広島県登録者のカテゴリーA の上位者から中国地域ﾛｰﾄﾞﾚｰｽへの参加者を決定する。この選考は先

日開催された西日本ﾁｬﾚﾝｼﾞ大会の結果も参考とする。 

 （2）選広島県登録選手は国民体育大会の選手選考の参考大会とする。 

 

表  彰 1～6位を表彰する。 

  

連絡事項   （1）（公財）日本自転車競技連盟規則及び全国高等学校対抗自転車競技選手権大会規則とし，本大会特

別規則をもうける。個人の順位は到着順とする。 

 （2）カテゴリーAレース 

自転車及びﾕﾆﾌｫｰﾑは競技規則による。この規則に違反している選手は出走できない。 

 （3）カテゴリーA以外のレース 

自転車はスポーツ車でフリー式とする。ランプ・キャリア・泥よけ・スタンドなど競技上、必要としない部

品は取り外すこと。ハンドルはドロップ・フラット以外の形状のもの（ﾌﾞﾙﾌｫｰﾝ等）は使用できない。 

  （4）使用する自転車は各自、整備して参加すること。 

 （5）カテゴリーA・スポーツは SF ﾗｲﾝに時間関門が設けられる。 

 （6）スタートリスト等は随時 HPにて公開するので確認すること。 

 （7）コースの逆走は絶対行わない事こと 途中 DNF の選手は最後尾の回収車に乗って本部に戻ること。 

 （8）園内車道、運動広場周回路でのウォーミングアップは禁止する。 

 （9）園内車道を移動するときはスピード走行をしないこと。 

 （10）第 9 駐車場はサッカー関係者用なので、自転車関係者は駐車禁止。 

 （11）競技者は必ずヘルメットを着用すること。A カテゴリーは（公財）日本自転車競技連盟公認ヘルメット

を使用すること。 

 （12）競技中の疾病及び負傷については、主催者側で応急処置をするが、そのあとの治療費については 

初診料より本人負担となるため、必ず健康保険証等を持参すること。 

 （13）参加競技者は、スポーツ傷害保険に加入して、健康保険証を持参すること。 

https://forms.gle/hf8t2kSkRpyw52sR6
https://forms.gle/dZmyh7rZnNuzWFw29
https://forms.gle/TAq7J5tfSTExmLQSA


この大会は競輪の補助を受けて開催しています。 

https://jka-cycle.jp 

 

 （14）競技中および練習中の事故については、原則として、主催者側はその責任を負わない。また、不可

抗力の事故に対しての賠償責任は認めない。    

 （15）本大会参加にあたって体調管理は各自の責任において行うこと。 

 （16）ゴミは，各自持ち帰ること。  

 （17）天候・新型コロナウィルス感染症の感染状況等の影響で内容変更をする場合がある。   

 （18）今後、諸事情で運営について変更となる場合があるので、常に広島県自転車競   

技連盟ウェブサイト を確認すること。 

URL ： https://hiroshima-cf.info/ 

            

個人情報取扱   

  （1）大会スタートリスト・リザルト等、競技にかかわる情報に掲載される。     

  （2）競技会場内でアナウンス等により紹介される。        

  （3）競技会場外の掲示板等に掲載されることがある。       

  （4）中継または録画で放映されることがある。 

     

肖 像 権  

（1）主催者より認められた報道機関等が撮影した写真が、新聞・雑誌・報告書及び関連ホームページ等 

で公開されることがある。     

（2）主催者より認められた報道機関等が撮影した映像が、中継または録画で放映されることがある。ま 

た、DVD 等に編集後、配布されることがある。   

競技結果 

（1）競技結果は、広島県自転車競技連盟ウェブサイトで公開する。    

（2）主催者により認められた報道機関等により、新聞・雑誌及び関連ホームページで公開されることがあ

る。       

         

感染症予防 

（1）広島県および（公財）日本自転車競技連盟が定めるガイドラインに則り対策を行う。 

（2）大会に参加する競技者・引率者・競技役員は「参加者体調確認シート」を記入して提出すること。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。  

 （3）大会に参加するすべての関係者（競技者・監督（引率責任者）・競技役員・観戦者）は 2 週間前より検

温を実施し記録する。主催者に記録の提出を求められたときは迅速に応じる。     

 （4）大会終了後、関係者から感染者が発生した場合は、参加者の症状確認および保健所などの聞き取 

りに協力する。        

 （5）参加者及び観戦者は、主催者が指定した場所以外には立ち入らないこと。    

 （6）参加競技者は、走行中以外はマスクを着用し、こまめに手洗いアルコール消毒を行う。 

（7）体調不良・発熱がある者は入場を認めない。 

（8）観戦者の制限はしないが、できるだけ控えるようにする。    

（9）新しい生活様式を実践のこと。  

 （10）会場では競技中以外はマスクを着用する。       

 

問合せ先    広島県自転車競技連盟ウェブサイト「お問い合わせ」よりお問い合わせてください。  

 ＵＲＬ：https://hiroshima-cf.info/contact_2/ 

         

 

https://hiroshima-cf.info/
https://hiroshima-cf.info/contact_2/

