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2022
第13回 JBCF 伊吹山ドライブウェイヒルクライム

TECHNICAL GUIDE BOOK

2022 JBCF CYCLE ROAD SERIES

大会実施概要
OUTLINE OF THE EVENT

Ver-20220405

◆開催日 2022年4月10日（日）
◆開催地 伊吹山ドライブウェイ
◆主催 JBCF(一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟)
◆後援 関ヶ原町
◆主管 JBCF（一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟）
◆ツアー協賛 (株)シマノ / シマノセールス(株) / パナソニックサイクルテック(株) / (株)あさひ /

(一社)自転車協会 / (株)パールイズミ / 弱虫ペダル /(株)オージーケーカブト
◆協力 日本メナード化粧品(株)
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 スケジュール及び競技内容は変更する場合があります。
 予測できない事故や天候の変化により競技運営が不可能とレースディレクターが判断した場合、大会を中止または内容を変更す

ることがあります。この場合、参加料は返金いたしません。

1.スケジュール

2.競技内容

※本大会は個人およびチームの年間総合ランキング対象大会です。
※運営規程および上記のレース格付に基づき、ポイントを付与します。

内容 開始 - 終了予定時刻 場所/備考
4月10日(日)
開門 7:30 
荷物受付 9:30 - 11:15 メナードランド跡地
選手ライセンスコントロール（全クラスタ） 9:30 - 11:00 メナードランド跡地 JBCF本部テント
マネージャーミーティング（全クラスタ） 10:00 - 10:15 メナードランド跡地、ZOOM
役員ミーティング 10:15 - 10:30 メナードランド跡地
荷物受付 11:30 - 11:45 スタート地点
E1 12:00 10.7kmコース
F/一般(臨時登録女子) 12:02 〃 、臨時登録(女子)
E2 12:06 〃
E3 12:08 〃
Y1/Y2 12:12 〃
M 12:14 〃
一般(臨時登録男子)40歳未満 12:16 〃
一般(臨時登録男子)40歳以上 12:18 〃
フィニッシュ制限時間 14:50 〃
下山開始（予定） 15:00 〃
表彰式 15:30 - 16:00 メナードランド跡地

開催日 クラスタ レース格付

4月10日(日)

E1 Bh

E2 Bh

E3 Bh

F Bh

Y Bh

M Bh
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（1） レーススタート時間、表彰式開始時間は、変更の可能性があるので注意してください。
（2） 会場周辺の道路を走行される場合は道路交通法を厳守し、モラルを持ち、マナーを守って行動してください。
（3） スケジュール及び競技内容は変更する場合があります。
（4） フレームプレートと計測タグを持ち帰ってしまった場合は早急に事業部（race@jbcf.or.jp）

までメールしてください。
（5） 予測できない事故や天候の変化により競技運営が不可能とレースディレクターが判断した場合、

大会を中止または内容を変更することがあります。この場合参加料は返金いたしません。

3.競技規則

（1） ボディゼッケンは腰の位置に縦に2枚、背骨を挟んで左右に5cm離して装着してください。
（2） ジュニア、ユースの選手のギア比規制は、JCFの競技規則に準じます。
（3） 重量を調整する目的の付加物は認めません。

4.その他参加にあたっての注意事項

【JBCF事業部 携帯:090-6721-9874】
※緊急の際におかけください。大会会場でのみの使用となります。

 『JCF競技規則集』  
http://jcf.or.jp/road/rule/
『JET/JFT/JYT/JMT運営規程2022』（JBCFサイト内）
https://jbcfroad.jp/membership/guide/

日本自転車競技連盟の競技規則集、『JET/JFT/JYT/JMT運営規程2022』の最新版、
大会特別規則により運営いたします。

5.コミッセール
レースディレクター :力石達也
チーフコミッセール :高木朋治
コミッセールパネル :若生宏、加藤明人
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【開催地】 伊吹山ドライブウェイ
〒521-0312 滋賀県米原市上野 TEL: 0584-43-1155
※カーナビの設定は、上記電話番号（伊吹山ドライブウェイ管理事務所）が便利です。

伊吹山ドライブウェイ（料金所周辺）への交通案内
＊お車で
【名神関ヶ原I.Cから約５分】
【北陸自動車道⾧浜I.Cから約23分】

＊電車で
【東海道新幹線 – JR東海道本線】
名古屋駅⇒関ヶ原駅
関ヶ原駅からタクシー利用（駅～料金所まで約3km）
※関ヶ原駅発伊吹山ドライブウェイ入口行きは季節運行。

伊吹山ドライブウェイ・アクセス参照
http://www.ibukiyama-driveway.jp/access/vehicle/index.html#car

・大会本部 メナードランド跡地 / 受付テント
〒503-1501 岐阜県不破郡関ケ原町関ケ原字寺谷1586
開設時間 10日（日） 7:00～17:00

・ライセンスコントロール / チームアテンダントライセンスコントロール
メナードランド跡地 / 受付テント
〒503-1501 岐阜県不破郡関ヶ原町関ケ原字寺谷1586
10日（日）9:30～11:00

・マネージャーミーティング
メナードランド跡地/受付テント、ZOOM
〒503-1545 岐阜県不破郡関ヶ原町玉
10日（日）10:00～10:15

ZOOM
https://us02web.zoom.us/j/82232672774?pwd=T1YweUdIbW9WRHU5
MTJnZ1gwc04yZz09

・表彰会場 メナードランド跡地/受付テント前 ※P7MAP②表彰エリア
10日（日）15:30～16:00（予定）

・役員打合せ メナードランド跡地 大会本部
〒503-1501 岐阜県不破郡関ヶ原町関ケ原字寺谷1586
10日（日）10:15～10:30 

・選手駐車場
メナードランド跡地 〒503-1501 岐阜県不破郡関ヶ原町関ケ原字寺谷1586

・車両入場
ゴール地点への車両入場を希望する場合は、受付にて1,000円(税込)を支払い、車両入
場許可証を受け取ること。入場の際は裏面に表記されている注意事項を遵守し安全に走
行すること。
※20台限定

6.会場（詳細一覧）
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第13回 JBCF 伊吹山ヒルクライム

MAP① コースマップ
4/10（日）

FINISH

全クラスタ共通

コース距離 10.7km

START
召集 / サイン
バイクチェック

積雪のため
使用不可

受付・ ・表彰
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第13回 JBCF 伊吹山ヒルクライム

MAP② 駐車場案内図
4/10（日）

スタート地点手前（伊吹山ドライブウェイ事務所前）

P メナードランド跡地駐車場

駐車禁止（胡麻の郷、エコミュージアム）

S

S

Ｐ
Ｐ5

P

駐車場（メナードランド跡地）

入口

出口

牧田関ヶ原線 スタート地点⇒

受付・大会本部
表彰
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スタート

直前待機所

第二待機所

スタート地点

荷物預り所

立入禁止
区域

×2

入口に鉄柵

救護テント

サイン／バイクチェックテント

入口

MC/PA

ドライブウェイ料金所

役員駐車場

第13回 JBCF 伊吹山ヒルクライム

MAP③ スタート地点レイアウト
4/10（日）
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第13回 JBCF 伊吹山ヒルクライム

MAP④ ゴール地点
4/10（日）

 FINISH

預け荷物受取

選手待機場所

入場許可車両
駐車場所
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第13回 JBCF 伊吹山ドライブウェイヒルクライム
大会特別規則

Part1 General Aspects / 第1部 総務事項
A. 第13回 JBCF 伊吹山ドライブウェイヒルクライム

一般社会の自転車競技に対する正しい知識と理解を深め、サイクルスポーツの進歩を促し青少年の心身の
錬磨と高揚を図るとともに、日頃の修練の成果を試し、明日への成⾧の基礎とするため本大会を行う

B. 各チームのための車両
チームカーの運用は行わない。

C. 救急措置
国民健康保険関ヶ原診療所 / 岐阜県不破郡関ヶ原町関ヶ原2490番地29 TEL0584-43-1122
大垣市民病院 / 岐阜県大垣市南頬町4丁目86番地 TEL055-876-0111

D. 試走に関して
コースの試走は行わない。
前日、当日ともに関ヶ原町役場周辺での試走は厳禁とする。

Part2 Technical Aspects / 第2部 競技事項
ARTICLE 1. / 第1条 主催者

この第13回 JBCF 伊吹山ドライブウェイヒルクライムは、（公財）日本自転車競技連盟(JCF)及び、（一社）
全日本実業団自転車競技連盟(JBCF)の規則の下に、JBCFが主催し、JBCFが競技面を主管して開催される。
当大会は、2022年4月10日に行われる。

この大会は、 JCF競技規則、及び JET/JFT/JYT/JMT運営規程2022に従い、2022年JBCF加盟登録完了
者及び臨時登録者が、大会実施要項の申込方法の通りにエントリーした競技者が参加できる。
また、JBCFが特別に認めた競技者が参加できる。

ARTICLE 2. / 第2条 参加について

ARTICLE 3. / 第3条 JBCFレースランキング
この大会は、「大会実施概要 2.競技内容」に記載のレイティングに従い、JBCF2022ロードレースポイント表を基
に、ポイントが付与される。（競技運営規程 JET/JFT/JYT/JMT運営規程2022参照）
付与されたポイントは、JBCF年間ランキングに反映される。

ARTICLE 4. / 第4条 大会本部、ライセンスコントロール、チーム・アテンダントライセンスコントロール、
マネージャーミーティングついて

大会本部は、メナードランド跡地駐車場内に設置。ライセンスコントロール、チーム・アテンダントライセンスコントロー
ル、マネージャーミーティングの場所と時間については、 「大会実施概要１.スケジュール」に記載の通りとする。

ARTICLE 5. / 第5条 各種情報とコミュニケ
JBCFのホームページに掲載する。

ARTICLE 6. / 第6条 ラジオツアー
ラジオツアーは、実施しない。
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ニュートラルサポートは行わない。
ARTICLE 8. / 第8条 ニューラルサポート

ARTICLE 9. / 第9条 飲食料の補給
飲食料の補給は行わない。

ARTICLE 10. / 第10条 機材の補給
機材交換は、道路の左側で行わなければならない。

ARTICLE 11. / 第11条 タイムアウト
ゴール地点10.7kmを14:50までに通過しない場合はタイムアウトとする。
また、通過できそうにない場合、移動審判からタイムアウトを通告することがある。

ARTICLE 12. / 第12条 スタート方式について
全クラスタともにマスドスタート方式を行う。
尚、一般(未登録者の部)についてはNETタイムで計測する

ARTICLE 13. / 第13条 棄権、失格について
失格、または棄権した競技者は、主催者による特別な許可のある場合を除き、競技を続けることも、非公式に
追走することもできない。

ARTICLE 14. / 第14条 ペナルティ
ペナルティは、JCF競技規則、及び JET/JFT/JYT/JMT運営規程2022による。

ARTICLE 15. / 第15条 表彰
・この大会においては、最終順位について下記の通り、表彰される。
(1) E１、E２、E３１位～3位 賞状、副賞 （ JET/JFT/JYT/JMT運営規程2022 ）
(2) F １位～３位 賞状、副賞 （ JET/JFT/JYT/JMT運営規程2022 ）
※ 出走人数が５名以下の場合は、１位のみ表彰とする。
※ 入賞対象者は必ず表彰式に出席し、副賞または賞状と副賞をお受け取りください。
・以上に加え、 JET/JFT/JYT/JMT運営規程2022に基づき、各ツアーリーダーが表彰される。

ARTICLE 16. / 第16条 公式式典
参加者は全員、主催者によって企画された種々の公式セレモニーに正しい服装で出席することを義務付ける。
各ツアーの首位の競技者には、それを示すリーダージャージを着用することを義務付ける。
公式式典は、各クラスタの競技終了後の表彰式である。

ARTICLE 17. / 第17条 アンチドーピング検査
日本アンチ・ドーピング規程及び日本自転車競技連盟アンチ・ドーピング規程に準じる。

(1)招集 競技者と、チーム監督またはチーム代表は、スタート時刻の15分前までにサインシートにサインした上で、
指定の招集場所に集合し、準備しなければならない。サインシートと、招集の場所は、P.7「MAP③:スタート
地点レイアウト」を参照のこと。

(2)出発 スタート時刻10分前から各クラスタのリーダーは、通告に従い招集ラインからスタートラインに移動する。

ARTICLE 7. / 第7条 招集・出発

来場する選手・チームスタッフ及び大会関係者は、サーモカメラ等にて自身の体温を確認すること。
当日の体温が37.5℃を超える場合は、レースへの参加及び入場することができない。
感染症対策の観点より予め承諾のこと。

ARTICLE 18. / 第18条 大会当日の検温について
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ARTICLE 19. / 第19条 ジュニア・ユースギヤ比規制について
JCF競技規則第28条により、本レースへの参加はジュニアカテゴリー及びユースカテゴリーの選手については
下記の通りギヤ比の制限を行う。
ジュニア:7.93m、U17:7.01m、U15:6.10m

ARTICLE 20. / 第20条 レース中断・キャンセルについて
・新型コロナウイルスの影響
日本政府または自治体指示、主催者関連団体による指示または指針が公表された場合は、内容を鑑み
た上で主催者判断により大会またはレースを中断・中止することがある
・急激な天候(雷雨等)の変化による中断・中止判断
参加者の安全を考慮し、雷鳴が確認された段階で中断を検討する。再スタート・キャンセル・レース成立の
判断は、主催者及びコミッセールの判断・指示に従うこと


