
　　　　　第５７回　全国地域別自転車道路競走大会
（札幌大会）

競輪の補助事業

（札幌大会）

主催　公益財団法人日本自転車競技連盟　北海道自転車競技連盟
共催　札幌自転車競技連盟
主管　特定非営利活動法人SCF

　この事業は、競輪の補助を受けて実施しています。

第５７回　全国地域別自転車道路競走大会
出走時以外は必ずマスクの着用厳守



（　目的　）

　本大会は、サイクルスポーツの普及発展と自転車の安全教育、健康増進、及び地域振興に寄与
することを目的としています。

１．　主　　　催　/　　 公益財団法人日本自転車競技連盟　北海道自転車競技連盟

２．　共　　　催　/　　 札幌自転車競技連盟

３．　主　　　管　/　　 特定非営利活動法人SCF

３．　後　　　援　/　　 公益財団法人ツール・ド・北海道協会

４．　協　　　賛  /　　  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  / 2022年7月10日（日）
9時00分からロードレース

　
７．　コ　ー　ス　/ 札幌市　モエレ沼公園特設コース（1周　２．２ｋｍ）

８．　種　　　目　/　　 全国地域別自転車道路競走大会（JCF登録者・チーム・個人）

自転車競走大会個人ロードレース（一般）

９．　参加資格　/　全国地域別自転車道路競走大会（JCF登録選手大会）
JCF登録選手大会
■　地域別大会のチーム参加の選手は2名～3名以内のチームを編成し、
　　エントリーすることとするが、基本的にチーム数に制限は設けない。
　　チーム内で2位の選手タイムがチームタイムとなる。
　　3名を超える参加選手がいる場合は、A・B・Cに分けて参加できる。
　　2名参加の場合でも2位の選手タイムがそのチームタイムとなる。
※　各チームには監督を置かなければならない。ただし各複数のチーム
　　がある場合、そ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。

■　全国地域別大会の個人参加の選手は同一周回で走行するものとする。
エリート ２５周回
ジュニア １０周回

 地域別競技参加申込用紙 
注　全国地域別（チーム）に参加申し込みは（JCF登録選手）選手ランクカテゴリーに

　　 関係なく申し込していただき、その際エリート以外のランク選手は氏名の最後に

　　 「チーム名」を必ず書き込んで下さい。

■　自転車競走大会個人 ロードレース（一般）
　　中学生以上の男女で、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4年１月１日現在とする。

※新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止の為、他都府県選手の参加は受け付けない。



10.　競技者賛助金 /　ＪＣＦ・ＨＣＦ会員
一　般　　　　　　　　　8，０００円　　
高校生　　　　 　　　　5，０００円 　 
中学生　　　　 　　　　１，５００円　　
※全国地域別大会参加者の賛助金は上記金額に含まれる。

11.　申込締切 2022年6月24日

12.　申込方法 所定の参加申込書に必要事項を記入し、競技者賛助金を下記口座に振り込み
のうえ、振込受付書（写し可）を添えて、下記まで郵送、E:メール送信又は
FAX送信のこと、なお電話・現金書留での申し込み受け付けは行わない。
FAXでの申し込みは、同意書にサイン又は記名捺印の上送信すること。
Eメールでの申し込みの場合。大会当日同意書にサイン又は記名捺印を求める。

「新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策」について、こちらよりご確認ください。

13.　申 込 先 〒060-0005　　札幌市中央区北５条西６丁目１－２３　　第２道通ビル　ツール・ド・北海道協会内

　　　　　　　　　（受付代行） 札幌自転車競技連盟 事務局　　ＦＡＸ　０１１－２３２－４６０４

　　　　　　　ＷＥＢ受付　　entry-byregion@hokkaido-cf.jp
【大会に関する問合せ先】 ＴＥＬ　０１1-251-1187  又は　090-8897-3294（堀江）

【ＦＡＸ送信による問合せ先】 ＦＡＸ　011-232-4604（ツール・ド・北海道内　堀江）

振　込　先 郵　便　振　替 口座記号番号 02720-0-28944

加　入　者　名 札幌自転車競技連盟

　 ロードのエントリーは上記へ （申込受付後の競技者賛助金の返却は行わない。）

　　　＊全国地域別ロード参加申込書用紙は、ダウンロードして使用願います。

14.　クラス分け
〇全国地域別自転車道路競走大会（チーム参加）1チーム　2名以上3名以内
〇個人ロードレース参加者

■　北海道自転車競技連盟会員証記載のクラス以外での出走は認めない。ただし今年度大会の

　　成績により、年度途中でクラスの変更を認められた者、及び大会委員会で承認された者は

　 　　その認められたクラスでの出場を認める。

■　北海道自転車競技連盟会員、又は日本自転車競技連盟登録競技者以外は参加できない。

15.　全国地域別自転車道路競走大会（札幌大会）の特別規則
■　全国地域別自転車道路競走大会は１チーム2～3名の選手で構成し、監督会議で決定したスタート位置から

　　　エリートクラスと同時にスタートする。

■　全国地域別ロードのチーム順位は、各チーム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。

■　同一の距離 ・ 周回数で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。エントリーと異なるクラスでスタートした場合、もし完走してもその記録は認

　められない。また、スタートに遅れた選手は、後からスタートするクラスと同時にスタートすることは

　できない。

■　出走サイン(義務的通過地点）を通過しないでレースに出場した選手は、ペナルティー （罰金） の対象とする。

■　補給は認めない。

■　ジュニア選手 （1月１日現在１８歳未満の者及び高校生） は、ギヤ比 （男子 ・ 女子 7．93m以下）

　の規制を行う。受付後に本部テント横においてギヤ比検査を行う。ゴール後にも実施する。



16.　大会日程
受付 ／ 7月10日（日）

場　　所 札幌市モエレ沼公園

開会式・閉会式は実施いたしません。

受　　  付 8：00～8：50　計測チップ配布

コース試走8：00～8：40 　受付終了後受付テントで実施する。

監督会議 10：40～

※全国地域別監督会議は午前10時40分から 、受付テントで行う。
*JCFのライセンスコントロールを、チームロード選手は、監督会議で行う。
　　　　提示のない場合は、ペナルティー の対象とする。

ロード　スタート時間 （日程） ／ ７月１0日（日）

条　　　件 周回数 スタート予定時間

Ｃ-1・C-L 　 中学生（男女） （３周）   9：00～

J-L 　 高校生（女子） （３周）   9：00～

M-1･M-2・L 　 60才以上・65才以上（男子）、女子 （５周）   9：20～

Ｓ－５ ４１才以上の初級．初心者 （６周）   9：45～

Ｓ－４ ４０才以下の初級．初心者 （７周） 10：15～

Ｓ－３ 中級（地域別ﾁｰﾑ参加者は JCFﾗｲｾﾝｽ所持）（８周） 10：50～

Ｊ 高校生（男子 JCFﾗｲｾﾝｽ所持） （１0周） 11：30～

Ｓ－２ 上級（地域別ﾁｰﾑ参加者は JCFﾗｲｾﾝｽ所持）（１６周） 12：20～

エリート 全国地域別参加（JCFﾗｲｾﾝｽ所持） （２５周） 13：30～

出走サイン （各クラスのスタート１５分前までに） 自転車 ・ ヘルメット

持参でチェックを受けること。

※全競技終了後短時間の撤収作業(清掃・コーン撤去等)をお願いします。

17.　表彰 ■　全国地域別ロードは、個人３位、チーム３位までを表彰する。 準備出来次第状況をみながら行います。

■　ロードは、各クラス ３位までを表彰する。  準備出来次第状況をみながら行います。 

　全国地域別ロードにエントリーした選手は、エリートクラスにエントリーしたものとみなすので、

　エリートの表彰対象でもある。

※ 表彰は入賞表彰のみとする。

全国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
18．　傷害保険

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

保険等に加入した上でエントリーしなければならない。

19．　免責事障
主催者は、社会通念上妥当な主催責任を果たすため傷害保険 ・ 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。

20．　ヘルメット規定
ＪＣＦ公認ヘルメットを着用のこと。 （公認シールを確認できないものは走行を認めない。）

21．　規　　則
（公財） 日本自転車競技連盟競技規則に準ずる。

22．　宿　　泊
選手 （ロード ・ 地域別ロード）、メカニック、サポート及び応援者等に対する宿泊先の斡旋

及び宿泊費の助成は行わない。

地域別ロードの個人のライセンスコントロールを



23．　交 歓 会
主催者としては設けない。

24．　監督会議
7月10日 （日） 午前10時40分から、全国地域別ロード参加チームの監督を対象に

受付テントにて実施する。　止むをえず監督会議に参加できないチームについては

事前に、大会事務局担当者 （090-8897-3294） まで連絡を下さい。

25．　受付に関して
受付は、受付テントで、10日の午前8時から8：50分までとする、

JCFのライセンスコントロールを、地域別ロードの個人は受付終了後行う。

違反者はペナルティー (罰金)の対象とする。

受付当日の問い合わせは、下記に連絡ください。

事務局担当者電話番号 ：　090-8897-3294

〇 検車は行わないので各自の責任で整備する事。また自転車の重量は６．８ｋｇ以上のものとし、出走前に規則違反の

  自転車・使用部品、衣服等が競技役員より指摘された場合には出走取消しになるので注意すること。

〇 尚、競技中に違反発覚した場合はペナルティの対象になります。

〇 Ｊカテゴリーの選手(1月1日現在18歳未満のもの及び高校生）は、ギヤ比（7.93ｍ以下）の規制を行う。

〇 Ｊカテゴリーは受付後直ちにギヤ比検査を行う

〇 参加者は自己防護のため、サイクルヘルメット（ＪＣＦ公認）、手袋を必ず着用しスポーツマンとして規律ある行動

  をとり、試走・練習中も必ず着用すること。

〇 体に異常を生じたり、自転車 に異常を感じたときは、速やかに競技を中止し競技役員に申し出てください。

〇 貴重品、被服など各自の持ち物は各自で管理してください。

〇 選手同士が試走中におこした事故については主催者は一切関与しませんのでお互いの責任で処理してください。

〇 競技中のケガ事故に関しては主催者は応急処置のみ行いますが、それ以降の責任は一切行いません

※ はじめてレースに参加される方々へ

初登録及び会員以外参加者の男子の内、レース初参加者は高校卒業後～４０歳まではＳ－４、

４１～５９歳まではＳ－５クラスとします。年齢６０歳以上はＭ-１・６５歳以上M-２クラス（登録年１月１日の）とします。

なお、参加実績のある会員以外参加者は昨年１年間の成績を考慮し申告書により相応のクラスとします。

※ 計測用のタグを持ち帰った場合は、１万円を請求するので、忘れずに返還すること。

※ ロードコース内での事前練習は全面的に禁止します、万が一練習する選手等がいて地元より

警察並び大会事務局に苦情が来た時点で大会は中止となります。

大会別のポイントクラスはC(80P)クラスとする。

◆ 札幌自転車競技連盟ホームページ https://sapporo-cf.jp/

主催者は、参加申込によって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。

この事業は、競輪の補助を受けて実施しています。

競輪の補助事業

26．　そ の 他

https://sapporo-cf.jp/
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