
ＪＣＦライセンス発行手数料　2019/10/10 施工

競技者 男子 女子 新　規 継　続 審判員 チーム
登録一覧 再登録 アテンダント

登録料 登録料 登録料 登録料 
エリート 23歳以上 19歳以上 5,000 5,000 2,000 2,000
アンダー２３ 19-22歳 設定なし 5,000 5,000
ジュニア 17-18歳 17-18歳 3,000 3,000
ユース U17 １５-１６歳 １５-１６歳 3,000 3,000

U15 １３-１４歳 １３-１４歳 2,500 2,500
U13 １２歳以下 １２歳以下 1,500 1,500

マスターズ ３０歳以上 ３０歳以上 5,000 5,000 2,000 2,000
再交付 1,300 1,300 1,300

◎補償限度額　１事故あたり１億円　　　免責（自己負担額） なし

◎登録者登録料には、臨時登録を除き、日本国内外で有効な第三者に対する
賠償責任保険料を含みます。

◎臨時登録料とは、ＪＣＦ公認大会に出場する為に、ライセンス登録をしていない選手が
登録する制度です。
　ただし、年間登録に存在する保険は適用されません。

◎JCF選手登録及び審判登録申込は、会員登録センターが申込窓口となり
北海道車連経由での登録となります。

　　また、JCF登録には北海道車連への登録が必須となりますので、競技者以外の方も
別紙の「北海道車連登録の手順」にしたがって、申し込みください。

◎JCFへの登録はWEBからも可能ですが、事務処理の都合上直接申し込まずに
会員登録センター経由で申込み下さい。直接JCFヘ直接申し込んでしまった
時は、必ず道車連事務局へ連絡をしてください。

個人用　（選手・審判） No4

北海道車連入会申込書
北海道自転車競技連盟の趣旨に賛同し入会を申し込みます 令和 年 月 日

新規　　継続　　再登録該当に○をつけて下さい 会員登録センター
該当に○をつけて下さい     

氏名(ﾌﾘｶﾞﾅ) 男 住所 〒

女
学校名 （小学生は学年必須）

学校名

学年 年生

- -

備　考

納入金 継続登録料：一般(4,500円)／小中学生(1,000円) ｽﾎﾟｰﾂ保険料：(高校生以上 1,850円／小中学生 1,450合計 円

同意　承諾書 ※未成年者は保護者の承諾が必要です 令和 年 月 日

住所

 上記の者の北海道自転車競技連盟への入会を承諾します。

また、個人情報に関する取り扱いにも同意します。 氏名 印

参加クラス(新規入会の方のみ○をご記入下さい) 

ロード エリート Ｓ－２ Ｓ－３ Ｓ－４ Ｓ－５ ジュニア（高校男子） J ジュニア（高校女子） J L

Ｃ－１ Ｃ－L Ｃ－２ Ｃ－３ Ｃ－４ レディース（女子） Ｌ マスターズ Ｍ

Ｍ　Ｔ　Ｂ エリート エキスパート スポーツ マスター ファーストタイマー エリート女子 ウイメン

シクロクロス Ｃ－１ Ｃ－２ Ｃ－３ C-L1 C-L２ C-M C-U14   C-U10     C-yuth

※道車連会員Noを必ず記入してください。 太枠の中の部分について記載して下さい。

競技者（選手）登録申請書 令和 年 月 日

□１）新規 □ ２）継続□３）記載事項変更 □４）再登録 □５）再発行 □６）取消

種別

□Y：U17 □Y：U15 □Y：U13
ﾌﾘｶﾞﾅ
氏　　名 （氏） （名）

Name （SURNAME) （First Name) 　　男（Ｍ）　　　 国
籍

□学連 □高体連 □実業団 □MTB

競技者（公認審判）登録申請書 令和 年 月 日

ﾌﾘｶﾞﾅ
氏　　名 （氏） （名）

- -
JCF ←新規以外は記入の事
UCI

級 □１ □２ □３ □１ □２ □３ □１ □２ □３ □１ □２ □３ □１ □２ □３ □１ □２ □３

チーム・アテンダント登録申請書 令和 年 月 日

ﾌﾘｶﾞﾅ
氏　　名 （氏） （名）

生年
月日

←新規以外
記入のこと

□CS
トライアル

□TL
BMX
□BX

ｻｲｸﾙﾌｲｷﾞｱ

□GF

西暦　　　　　　　　　　年　　　月　　　　日

西暦　　　　　　　　　　年　　　月　　　　日

西暦　　　　　　　　　　年　　　月　　　　日

サイクルサッカー

登録番号の4桁目は単に年
齢区分を表示するものです

□M：マスターズ

□その他□ドライバー役職 □監督・コーチ □マッサー □メカニシャン □ドクター

登録番号

種　類
記　号

マウンテンバイク

□ＭＢ
トラック・ロード

□TR

　登録ID番号

チーム名

□E:エリート

道車連会員No（必須）HCF
　登録番号

□J:ジュニア

登録料 ｴﾘｰﾄ・ｱﾝﾀﾞｰ23・ﾏｽﾀｰ　5,000円

生年
月日

ｼﾞｭﾆｱ・U17-3,000円 U13-1,500円U15-2,500円

　申請内容
　登録番号

□U:アンダー２３

性別

道車連会員No（必須）

日本自転車競技連盟

＊会員登録は、北海道車連に登録されます。ただしJCF及び審判登録はJCFまたは道車連に指定用紙で直接申込ください。

新規の場合道車連会員Noは記載不要

□UCIﾜｰﾙﾄﾞﾁｰﾑ/UCIﾌﾟﾛﾌｪｯｼｭﾅﾙ・ｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙﾁｰﾑ

□競輪振興法人に選手登録された者（競輪選手）

生年
月日

登録区分 管
轄

JCF登録 する　　　しない
自宅電話

携帯電話

E-Mail
生年月日 19　　　　20 年 月 日

登録料 審判員　　　2,000円 再登録　　1,300円

登録料 審判員　　　2,000円 再登録　　1,300円

申請内容 □１）新規 □２）継続□３）記載事項変更

←新規以
外

□４）再登録 □５）再発行 □６）取消


