
           第２回　サロベツ  タイムトライアル レース

　　　　　第１６回　 サロベツ １００マイルロード レース

　　　　　第５４回 　全国地域別自転車道路競走大会

　　　　　第５１回　北海道地域別自転車道路競走大会

 第３３回ツール・ド・北海道（北海道選抜チーム選手選考レース大会）

競輪の補助事業

開　　催　　要　　項
～　日本最北の自転車レース　～

主催　公益財団法人　日本自転車競技連盟

主管　道北地区自転車競技連盟

　この事業は競輪の補助を受けて実施しています。

主催　北海道自転車競技連盟



第５１回　北海道地域別自転車道路競走大会

（　目的　）

　本大会は、「豊富自転車健康都市宣言」を実施している豊富町の趣旨に賛同し、サイクルスポー

ツの普及発展と自転車の安全教育及び健康増進又道北の地域振興に寄与することを目的として

います。

１．　主　　　催　/　　公益財団　日本自転車競技連盟　北海道自転車競技連盟

２．　主　　　管　/　　道北地区自転車競技連盟

３．　後　　　援　/　　北海道、豊富町、豊富町教育委員会、北海道新聞社、宗谷新聞社、

　　　　　　　　　　　　　 北海道スポーツ、ＮＨＫ旭川放送局、ＦＭわっかない

　　　　　　　　　　　　　（公財）ツールド・北海道協会

（仮）

４．　協　　　賛  /　　 株式会社シマノ、大塚食品株式会社、北海道コカ・コーラボトリング株式会社、

　　　　　　　　　　　　　和光ケミカル株式会社、アメアスポーツジャパン、和田サイクルスポーツ

　　　　　　　　　　　　　Ｒａｐｈａ、オートサイクルてらだ、稚内サイクル、株式会社豊富牛乳公社

　　　　　　　　　　　　　ＩＣコーポレーション、古市商会、清水モータース、サロベツファーム、

　　　　　　　　　　　　　ＥＺＯＬＵＥ、佐々木無線、サロベツベニソン,　公益財団法人　JKA

５．　規　　　則　/　　 この大会の規則は国内法規等及びＵＣＩ国際自転車競技連合，ＪＣＦ日本自

　　　　　　　　　　　　　転車競技連盟競技規則に準拠するものとする。

６．　日　　　時  /　　　令和元年７月２０日（土）・２１日（日）　雨天決行

　２０日午後２：００時よりタイムトライアル

　 　２１日午前８時３０分よりクラス別によりスタート

７．　大会会場  /　　 豊富町大規模草地周回特設コース

　　　　　　　　　　　　　　タイムトライアル　（本年度よりHTCポイント対象競技）

　　　　　　　　　　　　　　上記コースの全てを使用し、スタート地点大規模草地レストハウスで、

　　　　　　　　　　　　　　ゴール地点はスタート地点より数十メートル後方の登坂の頂点となる。

　　　　　　　　　　　　　　 レースは左回りとなる。（別紙図参照）

８．　種　　　目　/　　タイムトライアル　　　　２．１３ｋｍ

　　　 　　　　　　　　　 サロベツ１００マイルロードレース大会ロードレース ２０ｋｍ，４０ｋｍ，６０ｋｍ，１００ｋｍ，１６０ｋｍ（：１００mile）

全国地域別自転車道路競技大会１６０ｋｍ

北海道地域別自転車道路競技大会１６０ｋｍ

第33回ツール・ド・北海道　（北海道選抜チーム選手選考レース大会）160Km

＊　両地域別大会はサロベツ100マイルレース１６０ｋｍレースを以てこれに代える。
　　したがってサロベツ１００マイルレースは３競技の表彰対象のレースとなる。

　　　　　　　　　　　　　　ロードレース

～　日本最北の自転車レース　～

　第２回　サロベツ タイムトライアル
　第１６回　サロベツ１００マイルロード

　第５４回　全国地域別自転車道路競走大会

　第３３回　ツール・ド・北海道（北海道選抜チーム選手選考レース大会）

　　 　　　　　　　　　　　　上記コース内の一部２．１３ｋｍ（標高差３７ｍ）を使用



９．　参加資格  /　　 サロベツタイムトライアル

　　　　　　　　　　　　　■　小学生以上の男女で、競技に耐えうる健康体であり、自己の責任で

　　　　　　　　　　　　　　　参加できる者。年齢の基準は平成３１年７月１日現在とする。

　　　　　　　　　　　　　■　JCF,HCF、その他都府県自転車競技連盟の登録の有無は問わない

　　　　　　　　　　　　　　ただし、エリートはJCF登録選手のみとする。

＊　本大会においてエリートクラスは、JCF登録選手以外の出場は認め
                                  ない。

　　　　　　　　　　　　　サロベツ１００マイルロードレース

　　　　　　　　　　　　　■　小学生以上の男女で、競技に耐えうる健康体であり、自己の責任で

　　　　　　　　　　　　　　　参加できる者。年齢の基準は令和元年７月１日現在とする。

　　　　　　　　　　　　　■　JCF,HCF、その他他国車連、都府県自転車競技連盟の登録の有無は

　　　　　　　　　　　　　　　問わない、ただしエリートはJCF登録選手のみとする。

　　　　　　　　　　　　　全国・北海道地域別道路競走競技

　　　　　　　　　　　　　■　地域別競技参加の選手は、各地区車連単位で3名以上のチーム編成し、

　　　　　　　　　　　　　　　所属する地区車連を経由してエントリーすることとする。各地区のチーム

　　　　　　　　　　　　　　　数ならびにチーム構成人員は3名とし,チーム内で2位の選手タイムが

　　チームタイムとなる。もし3名以上参加選手がいる場合は、A・B・Cに分け

　　　　　　　　　　　　　　　手及びチームはレース参加はできるがチーム表彰対象にはならない。　　参加できる。2名参加に場合も2位の選手タイムがそのチームタイムとなる。

　　　　　　　　　　　　　　　*　Jr及びJr年齢以下の選手を上記参加を認めない。

■　各チームには監督を置かなければならない。ただし各地区複数のチー

　　ムがある場合その同地区のチームに限りチーム間に兼務監督を置くこ

　　 とができる。又選手が監督を兼ねてもよい。

＊　本大会のおいて地域別大会は、JCF登録選手以外の出場は認めない。
https://ww
w.sportsent

注　全国、北海道地域別に参加申し込みは選手ランクカテゴリーに関係なく１６０ｋｍ（100マイル）

　　に申し込で下さい。その際エリート以外のランク選手は氏名の最後に「地域」「チイキ」若しくは

　　「ちいき」といずれかを必ず書き込んで下さい。

10.　　競技者参加費 /　ＪＣＦ・ＨＣＦ会員

一　般　　　　　タイムトライアル　３，０００円　　ロード　８，５００円

高校生　　　　 タイムトライアル　２，０００円 　 ロード　４，５００円

中学生以下　 タイムトライアル　１，５００円　　ロード　２，５００円

　ＪＣＦ・ＨＣＦ会員以外の参加者

一　般　　　　　タイムトライアル　４，０００円　　ロード　９，５００円

高校生　　　　 タイムトライアル　３，０００円  　ロード　５，５００円

中学生以下　 タイムトライアル　２，５００円　　ロード　３，５００円

＊　地域別参加者の参加費は上記金額に含まれる。

11.　　申込締切 令和元年６月３０日 （月）

12.　　申込方法 スポーツ・エントリー（sportsentry)ホームページより申し込む。

13.　　申 込 先 http://www.sportsentry.ne.jp/

＊　地域別参加者はエントリーとは別に申し込みが必要（北海道車連宛）

  　     地域別競技参加申込用紙

https://www.sportsentry.ne.jp/s3_files/20190508101657092_54.55chiikimousikomiyoushi.pdf
https://www.sportsentry.ne.jp/s3_files/20190508101657092_54.55chiikimousikomiyoushi.pdf
http://www.sportsentry.ne.jp/


14.　　クラス分け

■　会員証に記載されているクラス以外での出走は認めない。ただし、今年度の

　 　承認された者はその認められたクラスでの出場は認める。

■　連盟未加入者は下記表より自身適合カテゴリー確認の後申し込みをする事。

■　連盟加入者には、タイムトライアル及び１００マイルロードにＨＣＦの実施し
　ている年間ポイントが付与される。　　（本年度よりT.Tもポイント付与）

■　上記例外として全国、北海道地域別自転車道路競走大会に参加選手はラン
　クカテゴリーに関係なく１６０ｋｍ（100マイル）に出場することができる。

　　　　　　　　■　選手カテゴリーはJr及びJr年齢以下の選手を除き選手登録済及び監督同道を条件にどのカテゴリー
　　　　　　　　　　保持でも参加できる。
　　　　　　　　　　ただしチーム戦であるため3名以上をチームとする。

サロベツタイムトライアル　　（距離は全てのクラス２．１３ｋｍ）

エリート 最上級（ＪＣＦ登録） Ｍ ５５歳以上
Ｓ－２ 上級　（５４歳以下男子） Ｃ－１ 中学生
Ｓ－３ 中級　（５４歳以下男子） Ｃ－Ｌ 中学生女子
Ｓ－４ 初級Ⅰ（年齢制限なし） Ｃ－２ 小学生高学年
Ｓ－５ 初級Ⅱ（４１歳以上） Ｃー３ 小学生中学年

Ｊ 高校生 Ｃ－４ 小学生低学年
Ⅼ 女子

サロベツタ１００マイルロード 　

エリート及び
エリート外の
地域別参加

者

最上級（ＪＣＦ登録） １６０ｋｍ Ｍ ５５歳以上 ４０ｋｍ

Ｓ－２ 上級　（５４歳以下男子） １００ｋｍ Ｃ－１ 中学生 ４０ｋｍ

Ｓ－３ 中級　（５４歳以下男子） ６０ｋｍ Ｃ－Ｌ 中学生女子 ２０ｋｍ

Ｓ－４ 初級Ⅰ ４０ｋｍ Ｃ－２ 小学生高学年 ２０ｋｍ

Ｓ－５ 初級Ⅱ（４１歳以上） ２０ｋｍ Ｃー３ 小学生中学年 ２０ｋｍ

Ｊ 高校生 １００ｋｍ Ｃ－４ 小学生低学年 ２０ｋｍ

Ｌ 女子 ４０ｋｍ

＊　　カテゴリーを持つ登録選手に原則年齢制限はありません。

15.　サロベツタイムトライアル特別規則

　　　　■　各クラス毎のスタート順は主催者で決定する。

　　　　■　スタート方法は全てのクラス３０秒間隔及びホルダー保持によるものとする。

　　　　■　スタート20分前以降コース内の乗車自転車の立ち入りを禁ずる。

* スタート地点への移動はフィニッシュ地点に集合し役員の指示により行う。

　移動集合時間はアナウンスを注意の事。

* 出走サインは必要ありません。

16.　サロベツ１００マイルロードレース特別規則

　　　　■　同一周回数で、同時にスタートしたクラスの先頭選手に追いつかれ、周回遅れと
　　　　　なった選手はその時点で失格となる。スタート時刻に遅れた選手は次スタートグ
　　　　　ループと同時にスタートすることはできない。その規定に従わず完走して
　　　　　もその記録は認められない。

　大会に成績により年度途中でクラスの変更を認められた者及び大会委員会で

クラス分け

クラス分け



　　　　■　出走サインを行わなかった選手は罰金その他の制裁を科せられる場合がある。

　　　　■　レース中の補給は１６０ｋｍ及び１００ｋｍのレースに限り認める事とし、最初の1周
　　　　　回終了後から残り１周回（残２０ｋｍ）までとする。フィニシュライン手前付近の定めら
　　　　　れたエリア　内で補給要員のみが行うことができる。　ただし補給員が確保できない
　　　　　単独参加選手は、有資格者へ委託する事が出来きる。（ボトル等、容器及び中身は
　　　　　当該選手が用意すること。）やむをえず補給要員が確保できない場合は主催者から「
　　　　　飲料水」にかぎり補給エリア内にて補給することができる。
　　　　  補給等の変更は掲示板（コミニュケ等）及び公式場内放送により広告する。

　　　　　 注　本年度より補給要員を【チームアテンダント】と読替える。

　　　　■　ジュニア選手（本年７月１日現在１８歳未満の者及び高校生）は、ギヤ比７．９３ｍ
　　　　　以下の制限を男子、女子とも行う。

　　　　■　すべてのクラスで認められる正当な事由に含まれる機材故障の内、パンク及びホ
　　　　　イル破損に限りポイント５、ポイント７、ポイント９、ポイント10地点で、ホイール数量の
　　　　　範囲内において供給を受けることができる。また、スタート、フィニッシュ地点では、
　　　　　各自が用意する機材を審判の確認・指示のもとに交換することができる。

　　　　■　レース中の機材故障（パンク等ホイールのみ）に対応するニュートラル・サービス
　　　　　は１６０ｋｍ及び１００ｋｍのクラスに限りニュートラル・モトより供給を受けることが
　　　　　可能。ただし、ホイールの数量及びモトの台数に制限があるため、すべてにサービ
　　　　　スを提供できるわけではない。

　　　　■　レース中の機材故障（パンク等ホイールのみ）に対応するニュートラル・サービス
　　　　　は１６０ｋｍ及び１００ｋｍのクラスに限りニュートラル・モトより供給を受けることが
　　　　　可能。ただし、ホイールの数量及びモトの台数に制限があるため、すべてにサービ
　　　　　スを提供できるわけではない。

17.　全国・北海道地域別自転車道路競走大会特別規則

　　　　■　地域別ロードの個人及びチームロードレースは、１チーム３名以上の選手で構成
　　　　　し、大会前日の監督会議で決定したスタート位置からエリート（地域別個人参加選手）
　　　　　と同時にスタートする。

　　　　■　地域別ロードレースのチーム順位は、各チーム毎に２番目にフィニッシュした選手
　　　　　のタイムにより決定する。

　　　　■　地域別ロードレースに出場選手は選手カテゴリーにかかわらずレース終了まで全
　　　　　てエリートとみなしその他の特別規則は１００マイル特別規則を併用する。

18.　大会日程・時程

　　　サロベツタイムトライアル　　スタート時間 （日程）　7月20日

　　　　１３：００　～　１３：３０　　　受　付　　　 ロードスタート地点本部　（　レストハウス付近　）

　　　　１３：３０　　　　　　　　　　　開会式　　　　　　　ロードスタート地点　　　　（　レストハウス付近　）

　　　　１３：５０　　　　　　　　　　　スタートライン（地図参照）各クラス１０分前には出発地点付

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　近に集合
　　　　１４：００　　スタート　　　　クラス毎に３０秒間隔でスタートとなる。

　　　　　　　　　　　閉会式　　　　表彰式と同時に行う。



　　　サロベツ１００マイルロードレース・地域別　　スタート時間 （日程）　7月21日

　　　　０６：３０　～　０７：３０　　　受　付 ロードスタート地点本部　（　レストハウス付近　）

　　　　０７：３０　～　　　　　　　　 開会式 ロードスタート地点　　　　（　レストハウス付近　）

　　　　◎ 開会式終了後の注意事項　　出走サイン（各クラスのスタート１５分前まで）出走で
　　　　　　　　　　　きる態勢で署名を行いチェックを受ける事。

　　　　０８：２０　　　　　　　スタートライン集合（各クラス１０分前にスタートライン前に集合）

　　　　０８：３０　　スタート　エリート・（地域別参加選手）２０ｋｍ　×　８周回　　（　１６０ｋｍ　）

　　　　０８：４０　　スタート　　　　Ｓ－２・Ｊ　　　　　　２０ｋｍ　×　５２０ｋｍ　×　５周回　　（　１００ｋｍ　）

　　　　０８：４５　　スタート　　　　Ｓ－３ ２０ｋｍ　×　３周回　　（　　６０ｋｍ　）

　　　　０８：５０　　スタート　　　　Ｓ－４　　　　　２０ｋｍ　×　２周回　　（　　４０ｋｍ　）

　　　　０８：５１　　スタート　　　　Ｍ　　　　　

　　　　０８：５２　　スタート　　　　Ｃ－１・Ｌ

　　　　０８：５５　　スタート　　　　Ｓ－５ ２０ｋｍ　×　１周回　　（　　２０ｋｍ　）

　　　　０８：５６　　スタート　　　　Ｃ－２・Ｃ－３・Ｃ－Ｌ・Ｃ－４

　　　　１３：００　　　　　　　　　　　エリートクラス（地域別）先頭グループ フィニッシュ予定。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　先頭選手ゴールから３０分経過後ゴール閉鎖。
　　　　１４：００　　閉会式　　（各クラスの表彰は、閉会式より前にリザルトの発表後実施予定で
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あるが、表彰開始時刻の確定は掲示板、場内アナウンス等を注意の事）

19.　表　彰 /　

　　　　■　タイムトライアルは、各クラス３位までを表彰する。表彰式（賞状・副賞）はレース
　　　　　　終了後に行う。（　荒天、時間等の事由で翌日となる場合がある　）

　　　　■　１００マイルロードレースは、各クラス６位までを表彰する。（賞状・副賞）

　　　　■　ホットスポットはフィニッシュラインに設け、エリートクラスは３周回終了時及び６周
　　　　　　回終了時に１位で通過した者に地元賞を授与する。並びに、同一時刻スタートの
　　　　　　Ｓ－２とＪは、３周回終了時に、両クラス中１位で通過した者に地元賞を授与する。

　　　　■　地域別ロードレースは個人１位～３位まで、チームは１位～３位までを表彰する。
　　　　　＊　地域別レースに参加した選手は同時にサロベツ１００マイルレースに参加した選手と

みなされその表彰対象選手となる。

20.　保　　険 /

　　　　参加者は、競技中の受傷や自己の責任による損害賠償に対応するため、スポーツ
　　　　安全保険等に加入した後エントリーしなくてはならない。

21.　免責事項 /

　　　　主催者は社会通念上妥当な主催責任を果たすために傷害保険・損害賠償保険に加
　　　　入するが、その契約の補償範囲を超える賠償の責を負わない。

2２.　走行方法 /

　　　　天塩警察署の道路使用許可条件に従い競走を行うものとする。町道についても原則
　　　　左側通行を保持すること。（タイムトライアル、ロード共に同様とする）

23.　ヘルメット規制 /

　　　　原則ＪＣＦ公認ヘルメットを使用・着用するが安全が確保できない亀裂、破損が確認
　　　　できるものは使用できない。



2４.　制　　約 /

　　　　主催者はサロベツタイムトライアル、１００マイルロードレースの開催、運営、画像等の
　　　　本レースに関するあらゆる権利を有すものである。
　　　　画像については主催者の同意なく公のメディア（インターネット等を含む）の提供を禁
　　　　ずる。ただし、各々の私用目的等に関してはこの限りではない。
　　　　選手の車載映像に関しては取付規定を考慮に入れながら主催者の許可を得なくては
　　　　ならない。

25.　宿　　泊 /

　　　　選手、メカニックサポート並びに応援者等の宿泊の斡旋及び宿泊費助成は行わない。

26.　問い合わせ /

サロベツ１００マイルロード事務局 假　谷　 （カリヤ） 090-3519-7160

サロベツ１００マイルロード事務局 福　島
豊富町教育委員会内

 0162-82-1355

27.　その他 /

昼食　　　７月２１日の昼食に限り、希望者には、ほっきカレー（９００円）の注文を受け付けます。

　　　　　参加申し込みの際に注文数（本人以外の分も可）をエントリーと共に申し込むこと。

　　　　　当日フィニッシュエリア付近の大会本部にてお渡しいたします。

　　　　　＊　計測用タグは、忘れずに必ず返却すること。
　　　　　＊　ゴミはマナーとして各自持ち帰ること。

　豊富町ＨＰ http://www.town.toyotomi.hokkaido.jp

　豊富町観光協会ＨＰ http://www.toyotomi-kanko.net/

　道北地区自転車競技連盟ＨＰ http://dohoku-cf.com/

主催者は、参加申し込みにより得た参加者の個人情報を、

大会の運営に関わる目的以外に使用しないものとします。

◎ 会場G,F付近レイアウトです。車両は係員に従って駐車して下さい。
スペース占有は常識を以て譲り合いの精神でお願いします。

http://www.town.toyotomi.hokkaido.jp/
http://www.toyotomi-kanko.net/
http://dohoku-cf.com/

