東日本大震災復興支援 「とどけよう スポーツの力を東北へ！」

2012年 全日本自転車競技選手権大会ロード・レース
第15回全日本自転車競技選手権大会ロード・レース�（男子エリート、女子エリート、女子ジュニア+WU17）
第81回全日本アマチュア自転車競技選手権大会ロード・レース�（男子アンダー23）
第17回ジュニア全日本選手権ロード・レース����（男子ジュニア、男子アンダー17+男子アンダー15）

兼第30回オリンピック競技大会(2012/ロンドン)・2012年ロード世界選手権自転車競技大会・ジュニア世界選手権自転車競技大会代表候補選手選考参考大会
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(財)日本自転車競技連盟
八幡平市�岩手日報社
岩手県自転車競技連盟
岩手県�岩手県教育委員会�(財)岩手県体育協会�八幡平市教育員会
(財)JKA�東北自転車競技連盟�IBC岩手放送�テレビ岩手�めんこいテレビ
岩手朝日テレビ�〔以上3大会共通〕
(以下、ジュニア,U17,U15カテゴリのみ)
(財)日本自転車普及協会�朝日新聞社�日刊スポーツ新聞社
ホテル安比グランド�(社)全国競輪施行者協議会�(財)日本自転車競技会
全国競輪場施設協会�(社)日本競輪選手会
(社)八幡平市観光協会�岩手県岩手警察署�八幡平消防署
2012年4月28日(土)〜4月29日(日)
岩手山パノラマラインコース�(15.8km/周)�岩手県八幡平市八幡平温泉郷
4月27日(金)
14:00〜15:30

15:30〜16:00

16:00〜16:30
16:30〜17:00

4月28日(土)

7:00〜 7:45
7:30〜
7:00〜 7:40
7:50〜
8:00〜
8:05〜
10:00〜10:40
10:30〜 (予定)
10:50〜
11:00〜
11:05〜
15:30〜 (予定)
15:30〜16:30
16:30〜17:00
17:00〜17:30

4月29日(日)

7:00〜 7:40
7:30〜
7:50〜
8:00〜
8:05〜
15:30〜 (予定)

(v20120225)

U23、MJ、MU17＋MU15、WJ＋WU17
ライセンスコントロール・ゼッケン配布
岩手山焼走り国際交流村：焼走りホール
MJ、MU17＋MU15、WJ＋WU17
監督会議
岩手山焼走り国際交流村：焼走りホール
U23
ライダーズ・ミーテング
岩手山焼走り国際交流村：焼走りホール
メディア・ミーテング
岩手山焼走り国際交流村：焼走りホール
U23、MJ、MU17＋MU15、WJ＋WU17�コース試走
道路交通規制開始
MU17＋MU15、WJ＋WU17�出走サイン
岩手山焼走り国際交流村：駐車場
MU17＋MU15、WJ＋WU17�開会式�スタート地点
男子MU17＋MU15
スタート
79.0km
(15,8km× 5周)
女子ジュニア＋WU17
スタート
63.2km
(15,8km× 4周)
U23、MJ
出走サイン
岩手山焼走り国際交流村：駐車場
表彰式
MU17＋MU15、WJ＋WU17
U23、MJ
開会式�スタート地点
男子U23
スタート
173.8km
(15,8km×11周)
男子ジュニア
スタート
126.4km
(15,8km× 8周)
表彰式
MJ、U23
岩手山焼走り国際交流村：焼走りの湯特設テント
ME、WE
ライセンスコントロール・ゼッケン配布
ME、WE
ライダーズ・ミーテング
岩手山焼走り国際交流村：焼走りホール
メディア・ミーテング
岩手山焼走り国際交流村：焼走りホール
ME、WE
道路交通規制開始
ME、WE
男子エリート
女子エリート
表彰式

出走サイン
岩手山焼走り国際交流村：駐車場
開会式�スタート地点
スタート
252.8km
スタート
126.4km
ME、WE

(15,8km×16周)
(15,8km× 8周)

岩手山焼走り国際交流村：焼走りの湯特設テント

10 出場資格および表彰
a

全カテゴリー共通

日本国籍を有し、(財）日本自転車競技連盟またはUCI加盟国で本年度競技者登録を
完了した者。
表彰式には各カテゴリ、上位3位までが出席する。

b

「男子エリート」(ME)

計180名

男子(P、E)とで、下記の基準に基づき選考する。
申込資格獲得大会該当者・本連盟及び加盟団体の推薦者(U23含む)
男子U23競技者のエリートカテゴリへの申込も認めるが、U23カテゴリ該当者が本大会に申込した場合に
は、第81回全日本アマチュア自転車競技選手権大会ロード・レース(U23カテゴリ)には申込出来ない。
1位チャンピオン・ジャージ、賞状とメダル、2〜3位に賞状とメダル、4〜6位に賞状を授与する。
c

「女子エリート」(WE)

計100名

女子(93年以前生まれ)で、下記の基準に基づき選考する。
申込資格獲得大会該当者・本連盟及び各都道府県連盟の推薦者
1位チャンピオン・ジャージ、賞状とメダル、2〜3位に賞状とメダル、4〜6位に賞状を授与する。
d

「女子ジュニア＋女子アンダー17」(WJ＋WU17)

計 60名

女子(94〜97年以前生まれ)で、下記の基準に基づき選考する。
申込資格獲得大会該当者・本連盟及び各都道府県連盟の推薦者
1〜3位に賞状とメダルを授与する。別途、女子U17の1位に賞状を授与する。
e

「男子U23」(MU23)

計150名

90〜93年生まれの男子で、下記の基準に該当する者。
申込資格獲得大会該当者・本連盟及び各都道府県連盟の推薦者
U23カテゴリを選択した申込者は、エリートカテゴリに重複して申込できない。
1位チャンピオン・ジャージ、賞状とメダル、2〜3位に賞状とメダル、4〜6位に賞状を授与する。
f

「男子ジュニア」(MJ)

計160名

94〜95年生まれの男子で、下記の基準に基づき選考する。
申込資格獲得大会該当者・本連盟及び各都道府県連盟の推薦者
1位チャンピオン・ジャージ、賞状とメダル、2〜3位に賞状とメダル、4〜6位に賞状を授与する。
g

「男子アンダー17＋男子アンダー15」(MU17＋MU15)

計 80名

96〜99年生まれの男子で、下記の基準に基づき選考する。
本連盟及び各都道府県連盟の推薦者
1位チャンピオン・ジャージと賞状、2〜3位に賞状を授与する。
「男子ジュニア」と「男子アンダー17＋男子アンダー15」の監督は、各都道府県1名。
日体協公認指導者有資格者或は、JCFライセンス保持者(審判員、競技者登録を完了した者)とする。

11 申

込
a

・2012年4月11日(水) 17時�必着厳守
・申込先：(財）日本自転車競技連盟�メールアドレス：gyomu@jcf.or.jp JCF業務部
�〒107-0052�東京都港区赤坂1-9-3�日本自転車会館 3号館 3階

b

・申込書の電子様式が必要な場合は、上記アドレス宛請求のこと。

c

・実業団・学連・高体連登録チームについては、申込資格獲得大会該当者のみについて所属チーム毎のエント
�リーを受け付ける。所属チームからエントリーした競技者は、重複して登録都道府県自転車競技連盟から申
�し込まないこと。

d

・都道府県別自転車競技連盟からの申し込みは、申込資格獲得大会該当者に加えて、都道府県主催大会の上位
�入賞者等を加えることができる。

e

・各申込団体毎に所定の申込書に必要事項を記入し、郵送ならびに電子メール両方にて上記に送付すること。
�なお、電子メールで対応できない場合は郵送のみも認める。電話・FAXでの申込み、締切り後の変更等は
�一切受け付けない。

f

12 参加料

・(注意：上記日付は、各団体から日本自転車競技連盟への締切日です。申込は、各自所属の団体へお願いします。)

・参加が確定した後、競技者1名につき5,000円を申込チーム・団体が取りまとめ、(財)日本自転車競技連盟
�に速やかに送金すること。

13 その他
・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係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、新聞社など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ります。
・本大会における肖像権はJCF に帰属されます。大会受付時に肖像権の同意書用紙を配布しますのでご提出ください。

テクニカル・ガイド
1 競技規則

UCI規則、(財)日本自転車競技連盟競技規則および大会特別規則による。
UCI、JCFペナルティ・リストのみが適用される。
UCI/JCFアンチドーピング規則・WADA/JADA規程が適用される。

2 UCIポイント

UCI指定日からの日程変更に伴い本年はUCIポイントは付与されない。
オリンピック代表選考はポイントが付与されるものとしてJCFが独自に集計を行う。

3
4
5
6

大会本部は、岩手山焼走り国際交流村：焼走りホール施設内に7:00より表彰式終了時まで設置される。
アンチドーピング検査場は、岩手山焼走り国際交流村駐車場内に設置予定であり、詳細は別途告知する。
競技進行状況は、アナウンスにより告知される。
レーススタート地点は、岩手山焼走り国際交流村駐車場内であり、隊列を整えてニュートラリゼーション
状態でレースサーキットにはいる。ニュートラリゼーションは、スタート地点から概ね5km後、鋭角を
過ぎて下りコーナーを通過後に解除予定。

7 完走の制限時間��各カテゴリ先頭から10分以内にフィニッシュできないとコミセールにより判断された
選手は、競技途中において失格となる。判断の基準は競技序盤においてはメイン集団から脱落後概ね1分、
競技中盤においては先頭から概ね5分、競技終盤においては先頭から概ね10分である。
コミセールから失格を宣告された競技者は、速やかに競技から離脱すること。自力でフィニッシュ地点に
戻る場合は、ゼッケンを外し、フレームプレートは付けたままレース順行方向に走行すること。
競技途中で自ら棄権した選手は、サグワゴン・コミセールもしくはフィニッシュ・ジャッジのいずれかに
その旨伝達すること。

8 参加者の義務
a ・ライセンス・ジャージをライセンスコントロール・ゼッケン配布時に提示すること。
b ・年間を通じて賠償責任保険及び傷害保険に加入すること。(スポーツ安全協会等)
c ・大会中の疾病、負傷については、応急処置のほかは参加者の責任・費用負担とする。
d ・健康保険証を持参すること。
e ・(財)日本自転車競技連盟公認ヘルメットを着装すること。
f ・エントリーを所属チームから行った競技者は、そのチームジャージを着用する。
g ・競技者登録都道府県連盟から行った者は、当該都道府県ジャージ着用を原則とするが、所属チーム
h ・ジャージにより出走する場合は申込時に届け出ること。

i ・安全上やむを得ない場合を除き、時差発送する他カテゴリの選手の直後を追走してはならない。
9
10
11
12
13

ジュニアのギア比制限は、男女共に7.93m、U17以下のギア比制限は、男女共に7.01mとする。
チームカーの随行はできない。共通器材車および共通器材二輪車が各カテゴリをサポートする。
飲食料補給区間はフィニッシュ地点近傍に設置される。詳細な場所および周回数は別途告知する。
会場近傍の病院：大会プログラムに記載する。
コミセール・パネルの構成
・技術代表

松倉信裕

・チーフコミセール

菊池津根徳・藤森信行（予定）

・コミセール・パネル

未定

・大会ディレクター

佐々木正人�岩手県自転車競技連盟 副会長

14 ニュートラル メカニック サービス
未定
15 本大会の成績を2012年ロンドンオリンピック・世界選手権ロードレース代表候補選手選考の参考とする。
16 注意事項等は、コミュニケとして必要に応じ随時JCFウエブサイトに発表する。
郵送での注意事項伝達は行わないので、各自十分注意のこと。
凡例

ME：男子エリート

(23歳以上)

WE：女子エリート

(19歳以上)

MU23：男子アンダー23

(19〜22歳)

J：ジュニア�

(17〜18歳)

U17：アンダー17

(15〜16歳)

U15：アンダー15

(13〜14歳)

№

全日本選手権ロードレース大会申込資格獲得大会・資格基準
(エントリー締切日において直近の〔直近大会が中止の場合はその前年〕の大会を対象とする)

1

申込時点のUCIロードランキング�(ポイント保持者)

2

世界選手権ロードレース�〔完走者〕

3

アジア選手権・アジアジュニア選手権ロードレース�〔完走者〕

4

アジア大会ロードレース�(前年に開催されている場合に限る)�〔完走者〕

5

全日本選手権ロードレース(ME/WE/MU23/MJ/WJ/MU17＆15)�〔完走者〕

6

全日本選手権個人ロードタイムトライアル(全カテゴリ)�（20位以内）

7

JAPAN�CUP・ジャパンカップオープンレース�〔完走者〕

8

ツールド北海道・ツアーオブジャパン・ツールド沖縄�(全ステージ完走者)

9

国民体育大会(成年、少年ロードレース)�〔完走者〕

10

全国都道府県対抗ロードレース�〔完走者〕

11

チャレンジ・ロード�AーE、M、U、J、F〔完走者〕
（該当者は予め所属都道府県連盟に連絡のうえ申込み期限に間に合う様ご対応ください）

12

全国8地域道路競走大会�〔完走者〕

13

全日本実業団経済産業大臣旗ロード�〔P1,E1,F 完走者〕

14

全日本大学対抗�〔ロードレース完走者〕

15

全日本学生選手権大会�〔ロードレース完走者〕

16

全日本学生RCS第三戦�〔個人ロードタイムトライアル�クラス1,2の各10位以内〕

17

全国高校総合体育大会�〔ロードレース完走者〕

18

全国高校選抜�〔ロードレース完走者〕

19

全日本ステージレース in いわて(全ステージ完走者〕

20

修善寺カップ女子ロードレース�〔完走者〕

アクセス・ガイド
▼ライセンスコントロール�(選手受付)

： 岩手山焼走り国際交流村：焼走りホール

▼監督会議・ライダース・ミーテング

： 岩手山焼走り国際交流村：焼走りホール

▼プレス・ミーテング�(報道)

： 岩手山焼走り国際交流村：焼走りホール

岩手山焼走り国際交流村

http://www.hachimantai-ss.co.jp/~yakehashiri/access/access.html
アクセス方法��
電車：最寄駅�JR花輪線�大更駅下車�タクシー(約15分)��（路線バスはありません）
車：東北自動車道�西根インターチェンジ�降りて�約10km(約15分)
▼大会オフィシャルホテル

： ホテル安比グランド

ホテル安比グランド
http://www.appi.co.jp/guide/access/index.html
アクセス方法��
電車：最寄駅�JR花輪線�安比高原駅下車�※ホテル送迎バス有�（約5分）�要予約
車：東北自動車道�松尾八幡平インターチェンジ�降りて�安比高原まで 約15km(約20分)
▼宿泊施設の問い合わせ
(社)八幡平市観光協会
〒028-7303 岩手県八幡平市柏台一丁目28番地
TEL

： 0195-78-3500

FAX

： 0195-78-3838

http://www.hachimantai.or.jp/
宿のご予約はお早めに

この事業は、競輪の補助金を受けて実施するものです。

http://ringring-keirin.jp

