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 第42回チャレンジサイクルロードレース大会 実施要項 ver.170214 

 

１ 主   旨 安全に参加できる競技の機会を広く初心者層にも提供することにより、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 （公財）日本自転車競技連盟／報知新聞社 (予定) 
 

３ 後   援 （公財）JKA／読売新聞社／（一財）日本サイクルスポーツセンター／（一社）自転車協会  (予定) 
 

４ 期   日 2017年4月8日（土）～4月9日（日） 
 

５ 会   場 （一財）日本サイクルスポーツセンター 5kmサーキット 

静岡県伊豆市大野1826  電 話：0558（79）0001  http://www.csc.or.jp 

左まわり（通常営業時と同一方向）・管理棟前スタート、秀峰亭前フィニッシュ 

B-C1、B-C2はスタート地点平坦部 
 

６ カテゴリー・A部門 

2017年度JCF通年登録競技者。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。 

2017年度新規登録者および再登録者はB部門のみのエントリーとし、A部門は2016年度からの継続登録者の

みとする。 

6.1 種 別・資 格・距 離・定 員 

（公財）日本自転車競技連盟の2017年度登録手続きを終了し、次の各種別に該当する登録競技者 

（1） A-E ’83～’94年生まれの男子 69km 200名 

（2） A-M ’82年以前生まれの男子 34km 150名 （希望する者はA-E出場可） 

（3） A-U ’95～’98年生まれの男子 59km 200名 （希望する者はA-E出場可） 

（4） A-J1 ’99年生まれの男子 39km 200名 

（5） A-J2 2000年生まれの男子 39km 150名 

（6） A-Y  2001年以降生まれの男子 34km 150名 

（7） A-F 中学生以上の女子 24km  100名 
 

6.2 実施日時 2017年4月8日（土）～4月9日（日） 

（種別） （検車） （スタート）  （備考） 

（1） A-J1/J2  14:30 ～ 15:45 16:00/16:04  *4/8(土) 

（2） A-M 13:30 ～ 14:15 14:30   *4/8(土) 

（3） A-Y 13:30 ～ 14:15 14:34  *4/8(土) 

（4） A-E 12:15 ～ 13:15 13:30 

（5） A-U 12:15 ～ 13:15 13:34 

（6） A-F 11:35 ～ 12:05 12:20 

 

■受付 

 4月8日（土）  12:00 ～ 16:30（A部門のみ、当日開催のカテゴリー優先） 

 4月9日（日）  7:30 ～ 各種別の検車終了時刻まで 

 
 

6.3 参加申込 

エントリーサイト（http://jcf.tstar.jp/）からの申込む 

申込締切日：2017年3月20日（月） （ただし、定員になり次第申込を締切る。） 

エントリーに関する問合せ先 jcf@tstar.jp 
 

6.4 参 加 料 

      A-Y,A-J1/J2,A-F（1999年以降生まれ）1名5,000円、それ以外1名6,000円とする。 

エントリーサイトの指示に従い支払うこと。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能の場合も同様） 
 

6.5 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位から6位までの競技者を表彰する。 

A-Fにおけるジュニア以下の競技者・上位3名は別途表彰する。 

6.6 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。 

http://www.csc.or.jp/
http://jcf.tstar.jp/
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6.7 参加上の注意 

（1） 全参加競技者は、当日受付に2017年度登録証を提出すること。申請用紙のコピーや登録申請完了のメ

ール等は登録証として認められない。登録が完了していない場合は出場出来ない。 

また、2017年度より新規もしくは再登録を行う者は、カテゴリーB部門への出場とする。 

（2） 参加競技者の服装・装備等は競技規則内のものとする。必ず（公財）日本自転車競技連盟公認へルメッ

トを着用すること。 

（3） エントリーリスト、注意事項等は、コミニュケとして必要に応じ随時JCFウエブサイトにて発表する。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。 
 

７ カテゴリー・B 部門 

JCF通年登録者競技者（目安として全国大会出場未経験者・未資格者）、臨時登録競技者* 

*申込みと同時に臨時登録競技者として当大会のみ有効な登録がなされる。 
 

7.1 種別・資格・距離・定員 

（年齢は2017年12月31の年齢を基準、（1）～（4）と（11）の基準は新学年とする） 

（1） B-C1 小学校１・２年の男女 2km 20名 （平坦部周回） 

（2） B-C2 小学校３・４年の男女 3km 25名 （平坦部周回） 

（3） B-C3 小学校５・６年の男女 4km 30名 

（4） B-1 中学生の男子 14km 60名 

（5） B-2 ‘99年1月1日~2002年4月1日生まれの男子 24km 100名 

（6） B-3 ‘88年～’98年生まれの男子 24km  

（7） B-4 ‘78年～’87年生まれの男子（30代） 24km 100名 

（8） B-5 ‘68年～’77年生まれの男子（40代） 24km  

（9） B-6 ‘58年～’67年生まれの男子（50代） 14km 100名 

（10） B-7 1957年以前生まれの男子（60代以上） 14km  

（11） B-8 中学生以上の女子 14km 50名 
 

7.2 実施日時  2017年4月9日（日） 

（種 別） （検 車） （スタート） 

（1） B-2 + B-3 8:15～9:15 9:30 

（2） B-4 + B-5 8:15～9:15 9:34 

（3） B-6 + B-7 9:25～10:25 10:40 

（4） B-1 9:25～10:25 10:44 

（5） B-C1 10:45～11:15 11:30 

（6） B-C2 10:45～11:25 11:40 

（7） B-C3 10:45～11:35 11:50 

（8） B-8 11:35～12:05 12:22 

 
 

7.3 参加申込 

エントリーサイト（http://jcf.tstar.jp/）から申込むこと。 

申込締切日：2017年3月20日（月） （ただし、定員になり次第申込を締切る。） 

エントリーに関する問合せ先 jcf@tstar.jp  
 

7.4 参 加 料 

小学生3000円、中学生4,000円、‘99年1月1日～2002年4月1日生まれ5,000円 

上記以外6,000円 

小学生以外の2017年度JCF未登録者は臨時登録料として1,000円を加える。 

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り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別のレース終了10分後に行う） 

各種別1位から6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。 
 

7.6 競技規則 

（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式とする。ただしキャリア、スタンド、錠前等レ

ース上必要な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・

延長バー付きハンドル等の使用はできない。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。

検車による指示に従うこと。 

http://jcf.tstar.jp/
mailto:jcf@tstar.jp
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7.7 参加上の注意 

（1） 各自の安全走行の為、大会前日までに日本サイクルスポーツセンターの5kmサーキットを試走すること

を推奨する。 

（2） 自転車の整備に充分注意し、レース前日およびレース前には再点検すること。 

（3） 18才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、当日受付で配付する。 

（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へルメットを着用すること。 

（6） エントリーリスト、注意事項等は、コミニュケとして必要に応じ随時JCFウエブサイト（http://www.jcf.or.jp）

に発表する。 
 

８ 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） レース中、第三者からの飲食物の補給は認めない。 

（3） 大会中の負傷等については、応急処置は主催者で行なうがその後は参加者の責任・費用負担とする。 

（4） 参加競技者は、必ず各自で第三者賠償保険・傷害保険（スポーツ安全協会等）に加入すること。 

（5） 当日、健康保険証を必ず持参すること。 

（6） 先頭から一定時間遅れた者は失格とする。 

（7） 試走時間は4/8（土）13:15～14:15、4/9（日）8:45～9:15とする。また試走時は現場で対処できることに

限りがあるため、そのことを了承した者のみ試走を認める。また、試走時間以前の入場は通常のサイク

ルスポーツセンター入場料が発生する。 

（8） 駐車場内、駐車場外周道路でのウォーミング・アップ走行は危険なため、禁止とする。* 

（9） 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

人記録などが新聞、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。 

 

* 一般・大会関係含め沢山の車両が通ります。また、スタート地点近くの直線部分にウォームアップ・エ

リアを設けますが、スペースが限られているため、ローラー台を使用していただく等、対応をお願いいた

します。 

 

９ 問合わせ先 

（公財）日本自転車競技連盟 業務部 

〒141-0021 東京都品川区上大崎3-3-1 自転車総合ビル5F 

TEL: 03-6277-2690  FAX:03-6277-2691 
 
 
 
 


