
第３回 全日本学生選手権自転車競技e-レース大会
The 3rd Intercollegiate Cycling e-RACE  Championships 2022

大 会 実 施 要 項 （20221105版）
Technical Guide (Ver.20221105)

主　　催 日本学生自転車競技連盟(JICF)

Organizer 　　　 Japan Intercollegiate Cycing Federation (JICF)

協　　力 日本自転車競技連盟(JCF)

Cooperation　　Japan Cycling Federation (JCF)

協　　賛 木曽おんたけ観光局　株式会社パールイズミ　株式会社 日直商会　

Support Tacx　ガーミンジャパン株式会社　井上ゴム工業株式会社　

株式会社イノアックコーポレーション（順不同）（予定）

日　　時 2022年 11月27日 (日)

Date             27th November(SUN). 2022

時　　程 09:00  大会本部設営開始

Schedule                Venue installation

11:30　競技役員打合せ(リモート会議)

Comissaires meeting(remote meeting)

12:30  参加者リモート通話（Zoom）オープン（体重・設定確認）

Zoom open for participants (weight and settings confirmation)

12:40  ライダースミーティング

RIders meeting

12:45　ラインナップ(最終接続確認)

Line up to start(Final connection check)

13:00　レーススタート

Race start

15:00 リザルト発表・解散

Results announcement.

時　　程 ※参加人数等の事情により適宜、時程を変更することがある。

This schedule is only tentative.

コ ー  ス 長野県木曽郡王滝村御嶽湖周回コース

Course 　　　　　スタート/フィニッシュ：松原スポーツ公園近傍

Ontake Lake Circuit Course, Otaki Village, Kiso County, Nagano Prefecture

Start/finish: Near Matsubara Sports Park

ソ フ  ト          Ruovyアプリ

soft               アプリ内コース名：「Nagano Prefectural Road 256」

Ruovy App

In-app course name: "Nagano Prefectural Road 256". リンク

種　　目 e-RACE

Event 距離１８.３km 獲得標高１６８m　最大斜度１２％

Distance: 18.3km, elevation: 168m, maximum slope: 12%.

https://my.rouvy.com/virtual-routes/detail/64007
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カテゴリ＆ 男子：日本学生自転車競技連盟本年度登記選手(クラスは問わない)

参加資格 男子OPEN:本連盟が認めたJCF登録選手(UCI登録も可)

category & 女子：日本学生自転車競技連盟本年度登記選手

Eligibility 女子OPEN:本連盟が認めたJCF登録選手(UCI登録も可)

Men: JICF registered riders of this year (any class)

Men's OPEN: Licensed riders approved by the Organiser

Women: JICF registered riders of this year (any class)

Women's OPEN: Licensed riders approved by the Organiser

大会趣旨　　　 本大会は、当該年度の本連盟に登記した選手によるe-RACE種目の優勝者を決

める大会とする。

Purpose of the Competition

This competition shall be held to determine the winner of the e-RACE category

among the players registered with the Federation for the current year.

参加形態 選手は自宅・部室等から自らの器材によりweb参加する

Form of participation

Riders will participate in the web from their homes or club rooms with their own

equipment.

参加条件 以下のような設備・環境を自分で用意できること

・スマートトレーナー、自転車などの機材

・それらがパソコンまたはスマートフォンとブルートゥース等で接続出来ること。

・安定したインターネット環境

・体重計（当日体重を証明）

・イベント中、自身の走行映像を後日指定するZOOM会議室で共有すること

（通信環境により困難な場合は走行している姿を別途スマートフォン等で撮影すること）

Conditions for participation

Participants must be able to provide the following equipment and environment by themselves

・Smart trainer,, bicycle, etc.

・Computer or smartphone that can connect Bluetooth.

・A stable internet connection

・Scales (to prove your weight on the day)

・Must be able to share the video of your ride during the event in the ZOOM meeting room to be

designated later.

(If this is difficult due to the communication environment, please take a picture of yourself

running with a smartphone or similar device.)

・前日迄に必ず接続確認を行うこと。事前の接続確認を行わずにイベント当日に接続できなかっ

た場合、問い合わせ等への対応はできない場合があります。

・Please make sure to check the connection at least one day before the event. If you are unable

to connect on the day of the event without checking the connection in advance, we may not be

able to respond to your inquiries.
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参 加 料 1名2000円（OPEN参加は4000円）

時　　程 （使用アプリケーションの利用料は各自負担。

時　　程 ただし、⼀定の無料期間あり、その後は有料）

Participation Fee　

2000 yen per person (4000 yen for OPEN participants)

(Each person must pay for the use of the application. However, there is a certain

free period, after which there will be a charge.)

時　　程 参加料納入期限は、エントリー締切日と同日である。

時　　程 送金人欄にイベントコード1217と、XX大学等、チーム名を記入すること。

時　　程 振込先：みずほ銀行 渋谷支店 普通預金 ８１０１８５３

時　　程 時　　程 日本学生自転車競技連盟

時　　程 Bank name：MIZUHO BANK, LTD.

時　　程 SWIFT code：MHCBJPJT

時　　程 Branch Name：SHIBUYA BRANCH

時　　程 BAccount Number

参加申込 グーグル・フォームLinkにて申込。

Application https://forms.gle/ypXdJhNWW1WCcgfZ6　

Application via Google Form above Link.

申込期限 2022年11月15日(火) 24:00までとする。

Application deadline: Tuesday, November 15, 2022 24:00　　程

競技規則　　　競技規則は最新の国際自転車競技連盟(UCI)Eレース規則が適応されます。

ペナルティ　　　ＵＣＩペナルティ規則のみが 適用されます。

Rules and Regulations & Penalty

The rules of this event will be conducted in accordance with the latest

Regulations of the International Cycling Union (UCI) The UCI penalty is the only

one applicable.　　　　

特別規則 １)スマートトレーナーの利用を義務づける

Special Rules  1) Require the use of smart trainers.

２）出走は一斉スタートとする。

2) All riders shall start at the same time.

３）データの保存、アップロードによって完走となり順位付けがなされる。

3)Data saved and uploaded to complete the race, and rankings are assigned..

４）不測の事態により、走行データの保存ができなかった場合には走行データの

提出によってそれを認める場合がある。

4) In the event that the driving data could not be saved due to unforeseen

circumstances, it may be accepted by submitting the driving data.

５）優勝者の完走タイムの8％以内に完走した選手には本連盟ＲＣＳポイント２点を

付与する。

5) 2 RCS points will be awarded to the competitor who finishes within 8% of the

winner's finishing time.

https://forms.gle/ypXdJhNWW1WCcgfZ6
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体重設定等     公平なeレースには、アプリに体重が正確に入力されていることが

時　　程 必要である。正しく設定されていることを確認するため、体重計と設定画面時　　

時　　程 の写真またはスクリーンショット等を要求する。

Weight settings, etc.

For a fair e-race, it is necessary that the weight is correctly entered into the

application. In order to verify that the weight has been set correctly, a photo or

screenshot of the scale and the setting screen will be requested.

記録認定 記録はソフト上のログデータを使用する。

時　　程 スタートリスト、リザルトは直ちにサイト上で確認できる。

時　　程 記録はホームページにて発表し、表彰式はオンラインで実施（予定）。

時　　程 体重入力・事前設定等の不正が明らかになった場合は記録は取り消される。

Record Certification

Log data on the software will be used for records.

The start list and results can be checked on the website immediately.

Records will be announced on the website, and the award ceremony will be held

online (tentative).

Riders will be disqualified if any irregularities are found, such as weight input or

pre-setting.

賞　　典 (1)オープン参加者を含む全ての競技者の中での優勝者は、

　　　　　　　　　　　UCIe-race世界選手権NF推薦者へと推薦する

時　　程 (2)男女学生選手権優勝者には、選手権優勝ジャージを送付する。

時　　程 (3)男女学生選手権上位者およびオープン優勝者には、記念品を送付する。

　　　※男女学生選手権優勝者には他団体開催のイベントへの招待参加を依頼することがある。

Prizes

(1) The winner among all riders, including open riders, will be recommended by

the Federation to the NF for entry to the UCI e-race World Championships.

(2) The winner of the Men's and Women's Student Championships will receive the

championship jersey.

(2) The winner of the Men's and Women's Student Championships will receive the

championship jersey.

(3) The top winner of the Men's and Women's Student Championships and the

Open Champion will receive a commemorative gift.

　　　*The winners of the Men's and Women's Student Championships may be

invited to participate in events held by other organizations.

映像配信 当日、ライブ配信を予定している。動画は、後日繰り返し万人が視聴可能な形態

時　　程 で公開される予定である。自宅・部室等の背景が映り込む可能性がある。プライ

時　　程　 バシーに配慮しバーチャル背景を使用するなどの対策をとること。

Video distribution

We are planning to distribute live video on the day of the event. The video will be

made available in a format that can be viewed by many people repeatedly at a

later date. There is a possibility that the background of your home, club room,

etc. will be reflected. Please take measures such as using a virtual background in

consideration of privacy.
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注意：大会要項は変更される場合があるので、JICFウェブサイトを随時チェックすること。

Note: The competition guidelines are subject to change, so please check the JICF website from

time to time.

事 務 局       日本学生自転車競技連盟

〒160-0013  東京都新宿区霞ヶ丘町4-2  ジャパンスポーツオリンピックスクエア408

本件に関する問い合わせ先：

E-mail:jicf.international@gmail.com

TEL:090-2207-2369 ←当日のトラブルはこちらまで

webサイト URL: https://jicf.info/

Competition Secretariat

Japan Intercollegiate Cycling Federation 4th floor Japan Sports Olympic Square,

4-2 Kasumigaoka-cho, SHINJUKU-KU TOKYO 160-0013 JAPAN

Web:http://jicf.info/jicf-international-track-cup/

TEL:090-2207-2369

追加情報(Additional information)

地元自治体　https://cycling.kisodani-trail.com/virtual/

Youtube https://www.youtube.com/watch?v=GOsPFzA32zg&t=2197s

コース図

https://jicf.info/
https://cycling.kisodani-trail.com/virtual/
https://www.youtube.com/watch?v=GOsPFzA32zg&t=2197s
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広域アクセス(Regional Access)

コース設定地に関する追加情報はこちらから

https://visitkiso.com


