
 

 

 

第 53 回 JBCF 全日本トラックチャンピオンシップ 

JBCF トラックシリーズ 第 3 戦 

【大会実施要項】 

 

主旨 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合わせて選手の育成、強化をも図る。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。 

主催 JBCF（一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟） 

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 

後援 経済産業省 / (一社)日本競輪選手会 / (一財)自転車普及協会 / (一財)自転車産業振興協会 

 

１．開催日： 2022 年 12 月 3 日（土）4 日（日） 

２．開催地： 西武園競輪場（周⾧400m） 

 住所: 埼玉県所沢市荒幡 1215 

 HP︓ https://www.keirin-saitama.jp/seibuen/ 

３．スケジュール： 

内容 開始-終了予定時刻 備考 

12 月 3 日（土） 

開門   

選手ライセンスコントロール 8:00 -  9:00 JBCF 本部 

練習時間（9:00-9:20 スタート練習） 8:00 -  9:30 ※スタート練習時 

ホルダーは各チームにて手配。 

周回練習はステイヤーライン上にて行う。 

マネージャーミーティング 8:30 -  8:45  

役員ミーティング 8:45 -  9:00  

競技時間 9:30 – 12:00  

表彰式/昼休憩 12:00 – 13:00 フィールド内 

競技時間 13:00 – 16:30  

表彰式 16:30 - 17:00 フィールド内 

12 月 4 日（日） 

開門   

練習時間（8:15-8:30 スタート練習） 7:30 –  8:30 ※スタート練習時 同上 

選手ライセンスコントロール 8:00 –  9:00 JBCF 本部 

競技時間  9:00 – 12:00  

表彰式/昼休憩 12:00 – 13:00 フィールド内 

競技時間 13:00 – 16:00  

表彰式/閉会式 競技終了後 フィールド内 

 

https://www.keirin-saitama.jp/seibuen/


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主催者が判断した場合、 

    大会を中⽌または内容を変更することがある。この場合参加料は原則返⾦しない。 

    ※やむを得ず欠場する場合は、事前に欠場届（HP よりダウンロード）を提出すること。 

 

４．競技内容 

・競技規則︓ 日本自転車競技連盟の最新の「競技規則集」、「JBCF 運営規程」、「本大会特別規則」により運営する。 

・競技種目︓ ※エントリー数によっては実施しない種目もある。 

  男子（「」内は、Web システム申し込みの際の略号に対応） 

（１）「SP」 スプリント 

（２）「TT」 1km タイムトライアル ※マスターズは 500m にて実施。 

  （３）「IP」 4km 個人追抜競走 ※ジュニア及びマスターズは、3km にて実施。 

      ※4km においては、2km 通過時点でタイムが 2‘40“超の場合は、レースを中⽌することもある。 

  （４）「KE」 ケイリン 

  （５）「SC」 スクラッチ（決勝 10km。エントリー人数により予選を行う場合がある） 

  （６）「PR」 ポイントレ−ス（決勝 30km。エントリー人数により予選を行う場合がある） 

      ※最少催行人数を 10 名とする。 

  （７）「TP」 チ−ムパ−シュ−ト（同一チームより２チ−ム以上編成可とする） 

  （８）「TS」 チームスプリント、１チーム３名の編成（同一チームより２チーム以上編成可とする） 

  （９）「OM」 オムニアム（スクラッチ、テンポ、エリミネーション、ポイント） 

      ※最少催行人数を 10 名とする。 

  （10）「EL」 エリミネーション 

      ※最少催行人数を 10 名とする。 

   注１ 「TP」「TS」はエントリー締切後、同一チームからの編成チーム数を制限する場合がある 

 

  女子（「」内は、Web システム申し込みの際の略号に対応） 

  （１）「TT」 500m タイムトライアル ※全カテゴリー統一距離とする。 

  （２）「IP」 3km 個人追抜競走 ※ジュニア及びマスターズは 2km にて実施。 

      ※3km においては、1.5km 通過時点でタイムが 2‘15“超の場合は、レースを中⽌することもある。 

  （３）「KE」 ケイリン 

  （４）「SC」 スクラッチ（決勝 8km。エントリー人数により予選を行う場合がある） 

  （５）「TP」 チ−ムパ−シュ−ト（同一チームより２チ−ム以上編成可とする） 

  （６）「TS」 チームスプリント、１チーム 2 名の編成（同一チームより２チーム以上編成可とする） 

  （７）「PR」 ポイントレ−ス（決勝 20km。エントリー人数により予選を行う場合がある） 

      ※最少催行人数を 10 名とする。 

  （８）「EL」 エリミネーション 

      ※最少催行人数を 10 名とする。 

 

・表彰  各種目男女 1 位～3 位  賞状、メダル 

  ※出走人数が個人種目は 5 名以下、団体種目は 5 チーム以下の場合は、1 位のみ表彰とする。 

※正当な理由なく表彰式を⽋席した⼊賞者は、着順を空位とし、以降の繰上げは行わない。 

※オープン参加の者については、着順、表彰の対象外とする。 

        



 

５．エントリー費 【税込】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・選手１名に付き、個人競技は２種目、団体競技は１種目まで、上記費用にてエントリー可能。 

※１ 団体種目の補⽋のエントリーは、複数種目認める。 

※２ 上記以外のエントリーは、追加費用があったとしても認めない。 

   

６．エントリー方法 ・「JBCF エントリーシステム」から第７項に記載の期日までに、行うこと。 

  https://my.j-tour.jp/ 

※マスターズでの出場を希望される方は、上記エントリーシステムから申し込みの後、下記 Google フォームにて申請をお願い致

します。 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFhoKI3B-KQLdYK3u6CjmLyMH-

BXxFggzd40ElKGGoQTDUdg/viewform?usp=sf_link 

   

・TP、TS は 2 チーム以上エントリーする場合、そのグループ分けを A～E で選択すること。 

   （1 チームのみのエントリーは"A"を選択） 

  ・SP、TT、IP はそれぞれエントリー時に、下表によりベストタイム 1～5 を選択すること。 

             ・なお、マスターズ、ジュニア、ユースにおいては、ベストタイムが届かない場合であっても、受け付ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

６-１．エントリー方法（オープン参加） 

・本大会は JBCF のレースを広く周知する目的の為、U23、ジュニア、ユースのカテゴリーに属する男女にオープン参加を認める。 

参加希望の選手は、 

「参加可能な JCF 年齢カテゴリーに属するか、JCF 未登録者においては、暦年でその年齢に達していること」 

を確認の上、下記リンク先（Google フォーム）よりエントリー手続きを行うこと。 

 

JBCF 加盟登録者 

年齢 

カテゴリ 

エリート 23 歳以上 6,600 円 

U23 19～22 歳 6,600 円 

U19（ジュニア） 17,18 歳 5,500 円 

U17（ユース） 15,16 歳 5,500 円 

U15（ユース） 13,14 歳 5,500 円 

1 2 3 4 5

SP スプリント 男 10"50以内 11"00以内 11"50以内 12"00以内 12"50以内

TT 1kmタイムトライアル 男 1'08"以内 1'09"以内 1'10"以内 1'11"以内 1'15"以内

IP 4km個人追抜き 男 4'40"以内 4'50"以内 5'00"以内 5'10"以内 5'20"以内

IP 3km男子ジュニア・ユース 男 3'30''以内 3'40''以内 3'50''以内 4'00''以内 4'10''以内

TT 500mタイムトライアル 女 37"00以内 38"50以内 40"00以内 42"00以内 44"00以内

IP 3km個人追抜き 女 4'00"以内 4'05"以内 4'10"以内 4'20"以内 4'30"以内

IP 女子2kmジュニア・ユース 女 2'40''以内 2'45''以内 2'50''以内 3'00''以内

ベストタイム
男女種目

https://my.j-tour.jp/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFhoKI3B-KQLdYK3u6CjmLyMH-BXxFggzd40ElKGGoQTDUdg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFhoKI3B-KQLdYK3u6CjmLyMH-BXxFggzd40ElKGGoQTDUdg/viewform?usp=sf_link


【U23】

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSce7Cdb2GhEpe7uJCwVlfKplgCDiJzdAZ1Kl5ZEXWYmcxtqYw/v

iewform?usp=sf_link 

 

【ジュニア】

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSWa9qEubjiaPzpqPrId1wcRsyqIH4LETmGjozKENVVjP8

2g/viewform?usp=sf_link 

【Y】 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScC3Wp0YKy3xnNm_ty0U0QQRCRQIX6X-E5XNwTTiv-6-

gdnkw/viewform?usp=sf_link 

 

≪JCF の登録有無による加算費用の詳細≫ 

エントリー費は、５．の表に加え、下記臨時登録費を加算して支払うこと。 

オープン参加①（JCF 登録済かつ JBCF 未登録の者）︓U15,17 カテゴリー+500 円、他カテゴリー+1,000 円（全て非課税） 

オープン参加②（JCF 未登録かつ JBCF 未登録の者）︓U15,17 カテゴリー+1,000 円、他カテゴリー+2,000 円（全て非課税） 

 

７．エントリー期間 （予定） 

10 月 26 日（水）～ 11 月 13 日（日）厳守 

エントリー最終日の 23:59 までに支払いを完了すること。 

「大会エントリーを確定させる」をクリックしても、支払いを完了しないとエントリーは無効となる場合があるので注意すること。 

 

８．問い合わせ先  

エントリーに関する問い合わせ⇒info@jbcf.or.jp 

競技内容に関する問い合わせ⇒race@jbcf.or.jp 

※問い合わせは全て e-mail にて、行うこと。 

 ・スケジュールは変更する場合があるため、必ずコミュニケを確認すること。 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSce7Cdb2GhEpe7uJCwVlfKplgCDiJzdAZ1Kl5ZEXWYmcxtqYw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSce7Cdb2GhEpe7uJCwVlfKplgCDiJzdAZ1Kl5ZEXWYmcxtqYw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSWa9qEubjiaPzpqPrId1wcRsyqIH4LETmGjozKENVVjP82g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSWa9qEubjiaPzpqPrId1wcRsyqIH4LETmGjozKENVVjP82g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScC3Wp0YKy3xnNm_ty0U0QQRCRQIX6X-E5XNwTTiv-6-gdnkw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScC3Wp0YKy3xnNm_ty0U0QQRCRQIX6X-E5XNwTTiv-6-gdnkw/viewform?usp=sf_link
mailto:info@jbcf.or.jp
mailto:race@jbcf.or.jp

