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2014 年度	 全日本学生ロードレース・カップ・シリーズ	 第６戦・白馬ラウンド	 大会要項	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （ver.140625）	 

主	 催	 日本学生自転車競技連盟	 	 共	 催	 	 長野県自転車競技連盟	 	 主	 管	 	 長野県自転車競技連盟	 

後	 援	 長野県教育委員会	 	 白馬村	 	 白馬村教育委員会	 	 白馬村飯森区	 	 飯森あずみの会	 	 

協	 賛	 	 JA 全農長野	 	 JA 大北農業協同組合	 	 安曇野アートヒルズ	 	 ローソン神城店	 	 

	 	 	 	 	 白馬五竜＆４７索道協議会	 南信ヤクルト販売	 

	 

大会日程	 2014 年 8 月 2 日(土)	 

	 11:00	 ライセンスコントロール，ゼッケン配布，試走	 

	 11:50	 開会式	 

	 12:00	 男子	 クラス③−A 組	 (12 周・19.2km)	 ポイント方式	 

	 12:40	 	 クラス③−B 組	 (12 周・19.2km)	 ポイント方式	 

	 13:20	 	 クラス③−C 組	 (12 周・19.2km)	 ポイント方式	 

	 14:00	 女子	 	 	 	 	 	 	 	 	 (12 周・19.2km)	 ポイント方式	 

	 14:50	 男子	 クラス②−A 組	 (16 周・25.6km)	 ポイント方式	 

	 15:40	 男子	 クラス②−B 組	 (16 周・25.6km)	 ポイント方式	 

	 16:40	 男子	 クラス①	 (24 周・38.4km)	 ポイント方式	 

	 17:45	 第一日表彰式	 	 	 

	 2014 年 8 月 3 日(日)	 

	 8:00	 男子	 クラス③−A 組	 (35 分+3 周回)	 ロードレース方式	 

	 8:50	 	 クラス③−B 組	 (35 分+3 周回)	 ロードレース方式	 

	 9:40	 	 クラス③−C 組	 (35 分+3 周回)	 ロードレース方式	 

	 10:30	 女子	 	 (30 分+3 周回)	 ロードレース方式	 

	 11:20	 男子	 クラス②−A 組	 (45 分+3 周回)	 ロードレース方式	 

12:20	 男子	 クラス②−B 組	 (45 分+3 周回)	 ロードレース方式	 

	 13:20	 男子	 クラス①	 (75 分+3 周回)	 ロードレース方式	 

	 15:00	 第二日表彰式・閉会式	 

	 注：エントリー状況により距離／時間は変更となる場合があります。	 

会	 場	 長野県北安曇野郡白馬村飯森	 特設周回コース	 1 周回:1.6km	 標高差:1.5m	 

大会主旨	 本大会は、当年度日本学生自転車競技連盟に登録した学生選手，社会人，およびジュニア・ユース選

手によるクリテリウム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の振興に寄与することを目的とする。	 

競技種目	 クリテリウム	 

参加資格	 ・当年度に有効な(財)日本自転車競技連盟登録競技者、または、UCI 加盟国内連盟競技者ライセンス

保持者であること。	 

	 ・RCS ポイント対象者は、日本学生自転車競技連盟加盟校の登記選手とする。	 

クラス①	 ４０名	 学連登記選手	 クラス１	 

	 	 クラブチーム	 実業団ＴＲの選手、同相当と主催者が認める者	 

クラス②	 ８０名	 学連登記選手	 クラス２	 

	 	 クラブチーム	 実業団ＢＲ１の選手、同相当と主催者が認める者	 

	 	 高校生	 全国大会で入賞経験のある選手	 

クラス③	 １２０名	 学連登記選手	 クラス３	 

	 	 クラブチーム	 実業団ＥＲの選手、同相当と主催者が認める者	 

	 	 高校生	 クラス２以外の選手	 

女子	 ４０名	 JCF 登録女子競技者	 

参加申込	 	 参加を希望する選手は「スポーツエントリー	 http://www.sportsentry.ne.jp」を利用して参加

申込及び参加費支払いを行うこと。①学連登記選手は学校単位スポーツエントリーにメンバー登録

して、出場選手一人ひとりの参加申込し、	 参加費については、学校単位にて支払う。②学連登記以

外の選手は個人単位でスポーツエントリー参加申込をして個人単位で参加費支払いをする。参加料

は、学連登記選手 1 名につき 2 日間 6,000 円、それ以外の競技者は 1 名につき 2 日間 8,000 円とし、

指定宿舎利用を参加の条件とする（宿泊申込書は別添のとおり）。宿泊義務に関して不都合があ

る場合は事前に事務局に申し出、確認すること。参加費は申込時に選択したコンビニエンスストア

で、支払期限	 7 月 15 日（火）までに支払を済ませること。（参加費の支払には、利用料（約

５％）がかかるので注意。）支払が完了することで参加申込受付完了となる。納入した参加料は理

由のいかんに関わらず返却しない。正当な理由なき欠場者には、参加料と同額のペナルティーを課

す。	 
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選手受付	 受付に、指定時間内にライセンス（または、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。	 

賞	 	 典	 第 1 日，第 2 日各々の優勝者：賞状・賞品，第２-３位：賞状・賞品，第４-８位：賞状。副賞別途。	 
	 ２日間の総合成績：優勝者：賞状・賞品，第２-３位：賞状・賞品，第４-８位：賞状。副賞別途。	 
	 	 （2 日間完走した者のうち、着順の合計の少ない順、同数の場合ポイント合計の多い順）	 
	 第 1 日目及び第 2日目終了時点でのシリーズ総合成績リーダー：リーダーズジャージ	 
	 両日のクラス③各ヒート上位５％（※１）は、クラス②に昇格する。（※１：特別規則参照）	 
式	 	 典	 上位３位以内を対象とし、時程表に従い、表彰式を行う。	 
事故措置	 1.競技中発生した事故等の処理は JCF 競技規則第 6 条による。主催者にて応急処置の範囲の体制は準

備する。	 
	 	 	 	 	 	 2.JCF	 競技規則第５条に従い、各自の責任において第三者賠償責任保険を含む保険に加入の事。	 
	 	 	 	 	 	 3.各選手は、各自の責任において障害保険に加入し、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、詳細は本大会特別規則を定め適用する。	 
事	 務	 局	 日本学生自転車競技連盟	 	 〒150-8050	 東京都渋谷区神南 1-1-1	 岸記念体育館 4階	 	 
	 TEL＆FAX:	 03-3481-2369	 E-mail:jicf＠remus.dti.ne.jp	 	 	 
	 URL:	 http://www.remus.dti.ne.jp/~jicf/	 
	 
	 

特	 	 	 別	 	 	 規	 	 	 則	 
	 	 	 	 	 	 

第 1 条（競技）	 
1. 第 1 日は、ポイントレース方式とし、完走周回数と、中間スプリントで与えられる得点を基に最終順位を決
定する。周回数において同等の場合は、得点の多寡による。周回、得点において同等の場合は、中間スプリ
ントの勝数による。以上においても同等の場合は、最終スプリントの順位による。中間スプリントとして３
周回毎、フィニッシュラインを通過した先頭から順に 5 点，3 点，2 点，を与える。最終ゴールは上位 10 選
手に、15,12,10,8,6,5,4,3,2,1 点とする。周回獲得者には 20 点を加算する。集団から遅れて周回を失った
者は、コミッセールの判断により 20 点を減算してレースの続行を認められる事がある。	 

2. 第 2日は、獲得周回の優位性を考慮して、フィニッシュラインに到達した順序により順位を決定する。	 
3.飲食料の補給は認めない。	 
4.代車・代輪の交換は、認められる事故の場合に指定されたピット（別添 4箇所）においてのみ認められる。	 
5.ピット監察員によって確認された認められる事故の場合、最後の 2 周を除き 1 周のニュートラリゼーション
が与えられる。ニュートラリゼーション適用後最初の中間スプリントではポイントを獲得することができな
い。	 

第２条（失格・棄権）	 
1.原則として、先頭より 1周回遅れた選手は失格とする。	 
2.競技を中止した選手は、コースから出て、速やかにゼッケンを外すこと。	 

第３条（その他）	 	 
1.	 ジュニア選手のギア比の制限は行わない。	 

2.	 第 1 日目のクラス③各ヒート出走者のうち、上位 5%(学連登記選手のみ対象・小数点以下切上げ ・最

大 6名・完走しなかった者を除く)はクラス②に昇格し、第	 2	 日目はクラス②に出走する。	 

	 クラス③の各組について、出走者数が異なり、５％の人数に差が出る場合は、各組の昇格者は同一

とする（組間の均衡を図るため）。また、欠場者が出て、組間の人数バランスが著しく不均衡とな

った場合、組間の出走者移動を行う場合がある。	 
3.	 RCS ポイント総合順位のリーダーは、リーダーズジャージを着用してスタートしなければならない。	 
4.	 公道上を走行可能な装備を義務付ける。ベル、後方反射板もしくは反射テープは必須とする。	 
５．昨年度まで存在した「本部付近と競技コースを結ぶ橋」が撤去されている事から、フィニッ
シュ地点の変更と、ゴール後の走り抜けルートが異なる。詳細は大会当日、コミュニケ等で通
知する。	 

	 
	 
注意：大会要項は諸事情により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。	 
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◎ お申込み先：白馬五竜観光協会（ホテル丸大 内） ◎ 

申 込 期 限 ：  ７ 月 １ ５ 日 （ 火 ）  必

着  
 

２０１４年度 全日本学生ロードレースシリーズ第６戦 白馬クリテリウムラウンド 

宿泊申込書 

２０１４年８月２日（土）宿泊 

 

下記の内容で宿泊の申込をおこないます。 

学校・チーム名  

ふ・り・が・な 

代表者氏名 
 

住 所 
〒    -                       

都道
府県                      

                                                      

ＴＥＬ -       - ＦＡＸ -       - 

宿 泊 人 数 
               名 （ 男      名、  女      名） 

備 考  

※人数の関係で飯森地区外の宿（白馬五竜方面など）となる場合があります。 

※申込み後、当日までに必ず宿泊所の確認を行って下さい。 

 

 

 

 

 

〈回答書〉 

以下、会受け入れ側 記入 

宿泊施設名  

住所 
〒 

電話  

費用総額 宿泊 ＠\６，０００  ×    名     ＝      \    ， ０００  

宿泊代 １泊２食 ＠６，０００（税込） 

１日（金）の前日宿泊、夕食のオプションなど、各宿泊先にてご相談に応じます。 

お問合せ先：ホテル丸大旅館（太田）  電話 0261-75-2150 

０ ２ ６ １ （ ７ ５ ） ２ ２ ８ ０  
ＦＡＸ  
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アクセス 
 
 

 
 
 

特設周回コース図 
 

 


