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日本学生自転車競技連盟 ・けい んなサイクルレース実行委員会（木津川市、精華町、京都府自転車競技連盟、
京都新聞、木津川市教育委員会、精華町教育委員会、木津川市体育協会、特定非営利法人精華町体育協会、（公
財）関西文化学術研究都市推進機構、㈱けい んな）
後 援 京都府、京田辺市、京都府教育委員会、京田辺市教育委員会、京都府体育協会、KB 京都、エフエム京都、京都府
高等学校体育連盟自転車競技専門部、JKA
協 力
独立行政法人都市再生機構西日本支社、奈良交通㈱、㈱岩井商会、日本ボーイスカウト京都連盟洛星地区、京都
府バイコロジーをすすめる会、シエルヴォ奈良
特別協賛 ウエムラサイクルパーツ
協 賛 福寿園、シマノ（予定）
支援協力 京都府木津警察署
大会日程 201
2016 年 9 月 4 日(日)
試走 9 月 4 日（日） 8:10～
10～8:25
受付 9 月 4 日（日
日（日） 7:00～
7:00～9:00 日時計広場
競技 9 月 4 日（日
日（日） 8:30 クラス３、女子
10:32
10:32 クラス１＋２
会 場
けい んなプラザ日時計前を出発、終点とし、学研都市 シンボルロード精華大通りを中心に、学研施設 周囲を回
る一周 2.36Km、高低差 26ｍ コース。
大会主旨 本大会 、日本学生自転車競技連盟（以下「学連」という） 全日本学生ロードレース・カップ・シリーズ中 全国 学
生選手によるロードレース競技会優勝者を決めるとともに、学生自転車競技水準向上と開催地域におけるサイクルス
ポーツ 振興に寄与することを目的とする。
競技種目 個人ロードレース方式 女子 21.24 ㎞（9 周） クラス３ 21.24 ㎞（9 周） クラス１＋２ 33.04 ㎞（14 周）
参加資格 当該年度に有効な、（財）日本自転車競技連盟（以下、「JCF」という）登録競技者 うち、本連盟加盟校 登記選手と
する。
参加申込
1. 参加を希望する選手は、学校単位で所定の様式にて8月14日（日）までに、以下のメールアドレスに電子メールで
申し込むこと。
hiro-i@st.ritsumei.ac.jp
また、同一内容を郵送にて、以下の住所に期限内に送付すること（消印有効）。
〒004-0001 札幌市厚別区厚別東１条3-9-25 日本学生自転車競技連盟 石井 洋宛
申込書式はJICFウェブサイトより入手できる。
2. 参加費は1名につき4,000円とする。支払期限までに支払を済ませること。支払完了することで 参加申込受付完
了となる。振込みは、学校単位で申し込むこと。振込元に、学校名と参加人数が分かるように記入すること。
振込先は、京都中央信用金庫 桂坂支店 普通･0306883 口座名義 全日本学生選手権クリテリウム大会
事務局 石井 洋（イシイ ヒロシ）
3. 申込期限及び参加費支払期限は 8月14日（日）とする。
4. なお一旦入金された参加費は如何なる理由があろうとも返金しない。また、正当な理由なき欠場者には、参
加費と同額のペナルティーを課す。
選手受付
1.9 月 4 日（日）7:00～9:00 間にライセンス（また 、登録手続き中であることを証明する書類）を提示してゼッケンを受け取る
こと。
2.選手 、競技開始 15 分前までにスタート・チェックシートに出走サインを自署すること。
賞典・式典
賞典： 男子各クラス 第 1－８位：賞状。 女子 第 1－３位：賞状。
表彰式： 上記対象者について、原則としてクラス１＋２終了後に、特設ステージにて行う。 クラス２ 最上位者 クラス１に、
クラス３ 出走者上位５％以内 者 クラス２に昇格する。
事故措置
1.競技中発生した事故等 処理 、JCF 競技規則第 6 条による。主催者にて応急処置 範囲 体制 準備するが、以降 各
自 責任と費用負担において対応 こと。
2.各選手 、各自 責任において傷害保険に加入し、健康保険証を必ず持参すること。
競技規則
JCF 競技規則による他、詳細 本大会特別規則を定め適用する。
事務局 西日本学生自転車競技連盟 〒004-0001 札幌市厚別区厚別東１条 3-9-25 日本学生自転車競技連盟 石井 洋方
TEL:090-8384-0704 E-mail:hiro-i@st.ritsumei.ac.jp U L:http://www.remus.dti.ne.jp/~jicf/
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特別規則

第 1 条（競技）
1. 一斉スタートによう個人ロードレース方式とし、最終ゴール着順にて順位を決定する。
2. 飲食料 補給 認めない。
3. ニュートラル周回 適用 ない。
第２条（失格・棄権）
1. 関門をゴール付近に設置し、先頭から著しく遅れ、周回遅れとなりそうな選手 失格とする。
2. 競技を中止した選手 、コースから出て、 やかにゼッケンを外すこと。
第３条（そ 他）
1. ジュニア選手 ギア比 制限 行わない。
2. C ポイント総合順位 リーダー 、リーダージャージを着用してスタートしなければならない。

そ 他注意事項
1.各クラスとも U- pirit ウエバー杯 2016 けい んなサイクルレース参加選手と 混走となる（女子およびクラス３ 同レース・カ
テゴリー２、クラス１＋２ 同レース・カテゴリー１と 混走）。リザルト 全日本ロードレース・カップ・シリーズ み リザルトとし、
本大会参加選手 、U- pirit ウエバー杯 2016 けい んなサイクルレース 表彰対象から 除外される。
2.試走 決められた時間内に必ず行うこと。前日までにこ コースを走る場合 、交通規則どおり、道路 左端を一列に走行す
ること。一旦停止 止まり、信号 遵守すること。夜間 ライトを点灯すること。
3.駐車場 大会事務局が用意する（無料）。指定駐車場以外へ 駐車 絶対に行わないこと。駐車場 開門 6 時 00 分、退出
14 時 00 分までとする。
※大会当日 連絡先：090-5127-9651
西日本学生自転車競技連盟
総務担当・北山一樹
注意：大会要項 諸事情により変更される場合がある で、JICF
で、JICF ウェブサイトを随時チェックすること。
ウェブサイトを随時チェックすること。

