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２０２２四日市サイクル・スポーツ・フェスティバル 

「第１８回全国ジュニア自転車競技大会」開催要項 

 

１．主  旨 

環境にやさしい自転車をコンセプトとして、次代を担う青少年の自転車競技への関心を高め、

青少年の健全育成とスポーツの振興を通じて、地域の活性化を図るとともに、スポーツの拠点

である「聖地」づくりを目的に開催します。 

 

２．主  催 

四日市サイクル・スポーツ・フェスティバル実行委員会 

 

３．主  管 

（公財）日本自転車競技連盟、三重県自転車競技連盟、愛知県自転車競技連盟 

 

４．開 催 日 

２０２２年１０月３０日（日） 

 

５．会  場 

三重県四日市市 

水沢・桜地区特設コース 

｢２００４アジア自転車競技選手権大会公式コース｣（2.4km、9.0km／周コース） 

 

６．日  程 

10月 29日（土） 13：30～15：30 参加受付 【場所：鈴鹿山麓リサーチパーク内】 

 ※ コースへ入場する際は、必ずゼッケンとヘルメットカバー（カテゴリーＡは

ゼッケンとフレームプレート）を装着してください。15:30 以降のコースへの

入場は禁止します。  

大会公式ホームページで、競技説明動画を公開します（公開時間は決まり次第、同 

ホームページで公表します）。 

10月 30日（日） 

 

 

 

 

 

 

7:00～8:30 参加受付   【場所：鈴鹿山麓リサーチパーク内】 

8:30～   道路交通規制開始 

 ※ コースへ入場する際は、必ずゼッケンとヘルメットカバー（カテゴリーＡ

はゼッケンとフレームプレート）を装着してください。 8:30 以降のコー

スへの入場は禁止します。 

8:30～   出走準備  【大駐車場】 

8:50～   開始式   【スタート地点】 



 

 

10月 30日（日） 

9:00～ 

午前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

午後 

〈スタート順〉 

 

①M-1 未就学児 

 

②C-1 小学校１・２・３年生男子 

③C-2 小学校１・２・３年生女子 

④C-3 小学校４・５・６年生男子 

⑤C-4 小学校４・５・６年生女子 

 

⑥B-1 小学校１・２・３年生男子 

⑦B-2 小学校１・２・３年生女子 

⑧B-3 小学校４・５・６年生男子 

⑨B-4 小学校４・５・６年生女子 

 

⑩B-5 中学生男子 

⑪B-6 中学生女子 

 

⑫A-J 男子ジュニア 

⑬A-Y 男子アンダー１７ 

⑭A-F 女子ジュニア＋アンダー１７ 

〈招集場所〉 

 

大駐車場 北側 

 

 大駐車場 北側 

 

 

 

 

大駐車場 北側 

 

  

 

 

大駐車場 北側 

 

 

大駐車場 北側 

※ 表彰式：各レース終了後 【場所：鈴鹿山麓リサーチパーク内】 

15:40  全レース終了 

16:00  道路交通規制解除 

※スケジュールは、変更となることがありますので、ご了承ください。 

 

７．実施種目・定員・種別・資格・距離・コース 

個人ロードレース   

未就学児（３歳以上）、小学生、中学生、JCF通年登録者（ｼﾞｭﾆｱ・U-17）を対象とします。

（2022年 10月 30 日現在） 

参加申込は１人１種別とします。 

 

●エキスパートクラス（カテゴリーＡ）【定員：各クラス 150名（※招待選手は除く）】 

 

（１）カテゴリーＡ［全日本自転車競技選手権大会ロードレース参加申込資格獲得大会］ 

・（公財）日本自転車競技連盟（ＪＣＦ）の２０２２年度競技者登録(通年）を完了していること。 

・ＪＣＦ競技者登録（通年）が完了し、下記の年齢に該当する方はカテゴリーA にお申し込みく

ださい。 

（種別）                         （距離）  （コース） 

⑫A-J 男子ジュニア(2004～2005年生まれの男子)           98.8km  9.0km×11周－0.2km 

⑬A-Y 男子アンダー１７(2006～2007年生まれの男子)       53.8km 9.0km× 6周－0.2km 

⑭A-F 女子ｼﾞｭﾆｱ＋女子ｱﾝﾀﾞｰ 17(2004～2007年生まれの女子) 35.8km  9.0km× 4周－0.2km 

 



 

●ビギナークラス（カテゴリーＢ、Ｃ、Ｍ）【定員：各クラス 100名、B-5のみ 150名】 

ビギナーの方、カテゴリーAの出場要件を満たさない方は、カテゴリーB、C、Mから適切なカテ

ゴリーを選択のうえお申し込みください。なお、ビギナークラスに参加する方で、ＪＣＦ競技

者登録（通年）をされていない方は、本大会申し込みと同時に本大会にのみ有効な臨時競技者

登録を実施します。なお、登録証は発行しないものとします。通年登録者、臨時登録者とも、

競技規則を守って安全に走行してください。 

 

（１）カテゴリーＢ 

※U-15（１５歳未満）のＪＣＦ通年登録者はカテゴリーＢに出場してください。 

※ジュニア・U-17のＪＣＦ通年登録者はカテゴリーＢには出場できません。 

 

（種別）        （距離）     （コース） 

⑥B-1 小学校 1・2・3年生男子   4.6km      2.4km×2周－0.2km 

   ⑦B-2 小学校 1・2・3年生女子  4.6km     2.4km×2周－0.2km 

   ⑧B-3 小学校 4・5・6年生男子   8.8km     9.0km×1周－0.2km 

   ⑨B-4 小学校 4・5・6年生女子   8.8km     9.0km×1周－0.2km 

   ⑩B-5 中学生男子               35.8km     9.0km×4周－0.2km 

   ⑪B-6 中学生女子               17.8km      9.0km×2周－0.2km 

※カテゴリーＢで使用可能な車種については、大会特別規則を参照ください。 

 

（２）カテゴリーＣ 

（種別）          （距離）     （コース） 

②C-1 小学校 1・2・3年生男子  2.2km     2.4km×1周－0.2km 

③C-2 小学校 1・2・3年生女子  2.2km     2.4km×1周－0.2km 

④C-3 小学校 4・5・6年生男子   2.2km     2.4km×1周－0.2km 

⑤C-4 小学校 4・5・6年生女子   2.2km     2.4km×1周－0.2km 

※カテゴリーＣで使用可能な車種については、大会特別規則を参照ください。 

 

（３）カテゴリーＭ（未就学児の部） 

タイム計測のみとし、順位はつけません。 

（種別）              （距離）      （コース） 

①M-1 未就学児（3歳以上）    0.3km      0.3km（上り直線コース） 

 

８．表  彰 

１）カテゴリーＡ：各種別優勝者にトロフィー、チャンピオンジャージ、賞状、副賞を、２～ 

６位までに賞状、副賞を授与します。 

         カテゴリーA-Fは、上記１～６位までと、別途 U-17の１位に賞状、副賞を 

授与します。 

なお、各種別の出場人数が６人以下の場合、賞状、副賞の授与は１～３位 

までとします。 

カテゴリーＢ：各種別優勝者にトロフィー、チャンピオンジャージ、賞状、副賞を、２～ 

６位までに賞状、副賞を授与します。 

別途各学年の１位に、後日、賞状を郵送します。 

なお、各種別の出場人数が６人以下の場合、賞状、副賞の授与は１～３位 



 

までとします。 

カテゴリーＣ：各種別優勝者にトロフィー、賞状、副賞を、２～６位までに賞状、副賞を 

授与します。 

別途各学年の１位に、後日、賞状を郵送します。 

なお、各種別の出場人数が６人以下の場合、賞状、副賞の授与は１～３位 

までとします。 

  カテゴリーＭ：後日、完走者全員に完走証を郵送します。 

２）表彰は各レース終了後、速やかに行います。 

３）特別な理由がない限り、入賞者は表彰式に出席してください。無断欠席者には、ペナルテ

ィを科す場合があります。表彰対象者は、コミュニケボードを確認してください。 

 

９．参加上の注意 

１）競技規則は（公財）日本自転車競技連盟競技規則及び大会特別規則によります。 

２）カテゴリーＡに出場される方は、受付時に２０２２年度有効のＪＣＦ競技者登録証を提示

してください。登録証不携帯の場合、ペナルティが科せられます。 

３）全参加者は保護者の同意が必要となります。また、中学生以下は当日保護者が帯同し、未

就学児のレースは保護者が伴走してください。 

４）レース中の負傷等についての応急処置は主催者が行いますが、その後は参加者の負担とな

ります。なお、健康保険証は必ず持参してください。 

５）レース中の負傷等については、保険適用範囲内で補償となります。それ以上の請求には対

応いたしません。 

６）大会参加に際して提供される個人情報は、本大会活動に係る資料、プログラム、競技結果、

報道・情報メディア、次回開催案内、事務連絡、新型コロナウイルス感染症発生時の行政

機関への提供などに利用するものとし、これ以外の目的には利用いたしません。 

７）大会の様子を撮影した写真を、大会報告、次回ポスター等の広報活動などに使用します。 

８）個人が撮影した画像・映像は、個人が鑑賞して楽しむ以外に使用しないでください。また、

肖像権の保護のため、本人以外が写った画像・映像はインターネット等へ掲載しないでく

ださい。 

９）天候・災害・その他の状況により大会開催を中止したり、競技内容等を変更したりするこ

とがあります。中止等に関する情報については、四日市サイクル・スポーツ・フェスティ

バル公式ホームページ等でお知らせします。 

１０）その他の事項については、大会特別規則を参照ください。 

 

１０．参 加 料 

カテゴリーＡ         ７，０００円 

カテゴリーＢ  ・小学生   ４，０００円 

・中学生   ６，０００円 

   カテゴリーＣ  ・小学生   ２，０００円 

   カテゴリーＭ  ・未就学児  １，０００円 

   ※参加料には、傷害保険料が含まれています。 

 

１１．参加申込 

   （公財）日本自転車競技連盟エントリーサイトからお申し込みください。 

 https://entry.jcf-system.jp/entry/tournament_select.html 



 

   【申込締切日】２０２２年１０月３日（月） 

１）エントリーサイトの指示に従い、お支払いください。申し込み受理後の参加料は原則、

返金いたしません（荒天、道路凍結、災害の天変地異等により開催不能の場合も同様）。

ただし、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止を理由とした開催中止の場合、中止ま

でに要した経費等を勘案した上で、返金の有無及び返金額を決定します。 

２）申し込みを受け付けた方には、大会１週間前に参加決定通知書等を郵送します。決定通

知書は大会の受付時に必ず提示してください。 

３）申し込み後に住所変更があった場合は、事務局に連絡してください。 

４）申し込み受付は、先着順となります。 

 

１２．新型コロナウイルス感染症対策について 

新型コロナウイルス感染症対策については、（公財）日本自転車競技連盟のガイドラインに

沿って実施します。ガイドラインを熟読し、遵守してください。 

感染拡大防止の観点から、本大会においては以下の通り実施する予定です。 

なお、国内の感染状況及び国・県等の対策方針などに基づき、実施内容については変更する

場合があります。 

   １）こまめな手指の消毒、競技時・飲食時以外のマスク着用、他者との距離の確保（負傷者 

の救護、障害者の介助・誘導等の必要な場合は除く）、移動に車両を用いる場合は定期的 

な換気を行うなど、各人において感染予防策を徹底してください。 

２）大会開催２週間前から体温や体調確認を実施し、申告してください。 

３）受付日の０：００から起算して７２時間以内に、ＰＣＲ検査（推奨）または抗原検査を 

受けることを推奨します。    

４）発熱等感染が疑われる症状がある場合、同居の家族など身近な知人に感染が疑われる人 

がいる場合には、自主的に参加を見合わせてください。 

   ５）上記を遵守できない場合は、参加取消や途中退場を求める場合があります。 

   ６）大会終了後、参加者から感染者が発生した場合は、参加者の症状確認及び保健所などの

聞き取りに協力してください。 

 

１３．問合せ先 

四日市サイクル・スポーツ・フェスティバル実行委員会事務局 

〒510-8601 三重県四日市市諏訪町 1－5 

四日市市役所 スポーツ課内 

℡ 059－354－8482 FAX 059－354－8483 

※ホームページ https://kankou43yokkaichi.com/cycle/ 

 

大会特別規則 

 

１）使用する自転車 

カテゴリーＡ：       ロードレーサでフリーホイル式とします。 

（A-J、Y、F）      ＤＨバー（ブルホーン、クリップオン、バーエンド等を含む）は使用

できません。 

                  男子・女子ジュニアのギヤ比制限を適用します。（７.９３ｍ） 

             男子・女子アンダー17のギヤ比制限を適用します。（７.０１ｍ）      

 



 

カテゴリーＢ小・中学生：ロードレーサ及びスポーツ車でフリーホイル式とします。 

（B-1～6）       マウンテンバイク、サスペンション機構を持つ自転車も使用できます。 

ブレーキは制動機能が充分に作動するものを最低２ヶ所装備し、レー

スに不要なもの（スタンド・泥よけ・灯火類等）はあらかじめ取り除

いてください。 

ＤＨバー（ブルホーン、クリップオン、バーエンド等を含む）は使用

できません。 

中学生については、ギア比制限を推奨します。（７．０１ｍ） 

 

 カテゴリーＣ小学生：    前変速機を持たないスポーツ車（ロードレーサは使用できません） 

（C-1～4）       及び子供用自転車でフリーホイル式とします。 

ブレーキは制動機能が充分に作動するものを最低２ヶ所装備し、レー

スに不要なもの（スタンド・泥よけ・灯火類等）はあらかじめ取り除

いてください。 

ハンドル形状はフラットバーとします。ＤＨバー（ブルホーン、クリ 

ップオン、バーエンド等を含む）は使用できません。 

タイヤ幅は２８ｍｍ以上のものとします。 

 

 カテゴリーＭ未就学児：  幼児用自転車及び子供用自転車でフリーホイル式とします。 

（M-1）                ブレーキは制動機能が充分に作動するものを最低２ヶ所装備し、レー

スに不要なもの（スタンド・泥よけ・灯火類・衝突時等に危険を及ぼ

す可能性のある付属品等）はあらかじめ取り除いてください。（補助

輪、カゴは可） 

 

※選手各自が責任を持って自転車の整備を行ってください。 

※大人用の自転車は、小・中学生には、負荷が大きい場合があります。ケガを防ぐためにも、

近くの自転車店などに相談し、体に合った適正な状態での参加に心がけてください。 

 

２）公式機材補給 

補給は、カテゴリーＡのみの対応とします。 

公式機材補給車両に搭載する車輪は、７００Ｃサイズ、前輪・後輪（シマノ仕様１０段・１

１段でディスクブレーキ仕様には対応していません）です。 

 

３）用 具 

ヘルメット（カテゴリーＡについてはＪＣＦ公認またはＪＫＡ認定のものに限る、その他の

カテゴリーについてはＪＣＦ公認またはＪＫＡ認定のものが望ましい。ＪＣＦ公認はヘル

メットに貼付のステッカーにより確認できること）、グローブを必ず着用してください。未

就学児、小学生については、ひざあて、ひじあて等の安全対策も忘れないでください。なお、

ヘルメットの貸出しはいたしません。 

 

４）ユニフォーム（Ａ-J、Y、Fのみ） 

ジャージ、パンツは所属チームのものとします。 

※注１．所属チームとは、JCF・実業団・学連・高体連の登録チームの意味です。 

ジャージは袖付のもの、パンツは膝が出る短いものを着用してください。ワンピース形



 

式も認めます。 

レッグウォーマー・タイツ・アームウォーマーの使用は原則禁止です。ただし、大会当

日の天候により、許可する場合もありますので、受付時にご確認願います。 

 

５）検車・出走確認 

 カテゴリーＡ：当日（３０日（日））１０：００～１２：００に下記の検査を受けてください。 

① ゼッケン、フレームプレートの装着位置の検査 

② ヘルメットの検査（ＪＣＦ公認表示またはＪＫＡ認定のあるものに限る） 

③ 計測チップの作動確認 

④ ジャージ、パンツ、ギヤ比の検査 

⑤ 出走確認サイン 

 

 カテゴリーＢ、Ｃ、Ｍ：受付時間内（２９日（土）１３：３０～１５：３０、３０日（日）７：

００～８：３０）に下記の確認を受けてください。 

① ゼッケンの装着位置の確認 

② ヘルメットの確認（ＪＣＦ公認表示またはＪＫＡ認定のあるものが望ましい。 

ただし、小学生・未就学児についてはその限りではない。） 

③ 計測チップの作動確認 

④ 受付、用具の確認が終わった選手は、各種別のスタート予定時間３０分前ま 

でに、出走サインを終えてください。未就学児は、出走サインはありません。 

 

６）関門設定 

  カテゴリーＡ、B-5・6（中学生男子・女子）においては、フィニッシュライン手前で関門（タ

イムアウト）を設定します。 

       

７）コース下見時の注意  

※ ２９日（土）は１５：３０以降、及び３０日（日）は８：３０以降の自転車でのコース

への入場は禁止します。 

※ コース下見はあくまでも、コース確認であり、実践さながらの練習走行は禁止します。 

※ コースに出る際は、必ず受付を済ませ、受付で受け取ったゼッケン・ヘルメットカバー

（カテゴリーＡはゼッケンとフレームプレート）を装着してください。 

※ 選手１名に付き、付き添い１名が、自転車で随行することを認めます。自動車、オート

バイ等での伴走は認めません。（開催における警察及び地元住民の皆様との約束です。大

会存続のためご協力をお願いいたします。） 

※ コース内では、交通ルール（左側走行・縦列走行・一旦停止・スピード）を必ず守って

ください。自動車も走行します。十分注意してください。 

※ レース中以外の、負傷等については、一切の責任を負いかねます。 

※ 以上の注意事項に違反した際には、大会での出走を取り消す場合があります。 


