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第 90 回 全日本自転車競技選手権大会 ロード・レース 
   第 25 回全日本選手権個人タイム・トライアル・ロード・レース大会 

2022 全日本パラサイクリング選手権・ロード大会 

実施要項/テクニカルガイド 
   

1  主 催  公益財団法人日本自転車競技連盟 
 

2  共   催  一般社団法人日本パラサイクリング連盟  
 

3  主 管  広島県自転車競技連盟 
 

4  後 援 公益財団法人 JKA 公益社団法人全国競輪施行者協議会  一般社団法人日本競輪選手会 一般財団法人中央森林公園協会 （予定） 
 

5  協 賛 株式会社 SUBARU、イオン株式会社、株式会社パールイズミ、他 
 

6  協 力 株式会社シマノ マヴィックジャパン株式会社（予定） 

   

7  目的趣旨 各カテゴリ別国内チャンピオンを決定する、全日本自転車競技選手権大会開催によって、選手・関係者のモチベーション向上と、サイクルスポ

ーツの普及・発展を図る。尚、この大会は利益を求めるものではなく、参加料は大会開催経費に供される。 

 

8  期 日 2022 年 6 月 23 日(木)～6 月 26 日(日) 
 

9  会 場 広島県中央森林公園サイクリングロード   〒729-0415 広島県三原市本郷町上北方 1315  

  【個人タイムトライアル】   広島県中央森林公園サイクリングロード（12.0km /周）左回り 

  【個人ロードレース】 広島県中央森林公園サイクリングロード（12.3km /周）右回り 

  【ゼッケン配布】 広島県中央森林公園内学習館   

【監督/ライダーズ・ミーティング】 ZOOM によるオンライン形式（URL は別途開示） 

【メディア・ミーティング】 ZOOM によるオンライン形式（URL は別途開示） 
 

10 日 程 6月23日（木）（時間は暫定） 

11:00～12:00  

 12:00～14:00 個人タイムトライアル 受付・ゼッケン配布    学習館 

  12:00～15:00    個人タイムトライアル試走  コース 

      ～17:00 会場クローズ（中央森林公園閉門） 

19:00～19:20 個人タイムトライアル 監督/ライダーズ・ミーティング   オンライン 

19:30～20:00 個人タイムトライアル 競技役員打合せ   オンライン 

20:00～20:30 個人タイムトライアル ドライバーズ・ミーティング/メディア・ミーティング   オンライン 

    
 

  6月24日（金）【個人タイム・トライアル】（時間は暫定） 

 7:00～   個人タイムトライアル 競技役員打ち合わせ  競技本部 

 7:00～  セルフバイクチェック開始  S/F エリア 

 8:00～   MU23  WAVE1  個人タイムトライアル・スタート 24.0km（12.0 km×2 周） 

   MU23  WAVE2   個人タイムトライアル・スタート 24.0km（12.0km×2 周） 

 10:00  WE＋WU23  個人タイムトライアル・スタート 24.0km（12.0km×2 周） 

 11:00  パラサイクリング（クラス未定） 個人タイムトライアル・スタート 24.0 km（12.0km×2 周） 

   ～12:00    パラサイクリング（クラス未定） 個人タイムトライアル・スタート 12.0km（12.0km×1 周） 

     

 13:00  ME  WAVE1 個人タイムトライアル・スタート 36.0km（12.0km×3 周） 

 ～14:30（予定） ME  WAVE2     個人タイムトライアル・スタート 36.0km（12.0km×3 周） 

                 表彰式  表彰式場 
 

 14:00～ 16:00 WE+WU23,MU23 個人ロード 受付・ゼッケン配布   学習館 

 15:00～16:00 同上           コース試走 

               ～17:00 会場クローズ（中央森林公園閉門） 

19:00～19:20   WE+WU23,MU23 監督/ライダーズ・ミーティング  オンライン 

19:30～20:00 同上  競技役員打合せ   オンライン 

20:00～20:30 同上  ドライバーズ・ミーティング/メディア・ミーティング   オンライン 

 
 

6月25日（土）【個人ロードレースWE+WU23,MU23 （時間は暫定） 

 7:00～   個人ロードレース 競技役員打ち合わせ 競技本部 

 7:00～  計測チップ読み取りチェック開始（※各スタート時刻の 15 分前までとする。） S/F エリア 

 8:00～11:0000  MU23    個人ロード・スタート 123.0km（12.3km×10 周） 

 11:10    表彰式  表彰式場 

 11:30～14:0000  WE+WU23    個人ロード・スタート 98.4km（12.3km× 8 周） 

 14:10    表彰式  表彰式場 

 13:00～ 15:00 MM,WM,ME 個人ロード 受付・ゼッケン配布  学習館 

 14:30～15:30     同上     試走 コース 

      ～17:00 会場クローズ（中央森林公園閉門） 

19:00～19:20   MM,WM,ME  監督/ライダーズ・ミーティング  オンライン 

19:30～20:00 同上  競技役員打合せ   オンライン 

20:00～20:30 同上  ドライバーズ・ミーティング/メディア・ミーティング   オンライン 
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6 月 26 日(日)【個人ロードレース】MM,WM,ME（時間は暫定） 

 7:00～  個人ロード 競技役員打ち合わせ                      競技本部 

 7:00～  計測チップ読み取りチェック開始（※各スタート時刻の 15 分前までとする。） S/F エリア 

 8:00～  MM(30～39 + 40～49) 個人ロード・スタート 98.4km（12.3km×7 周)  

 8:03～  MM(50～59 + 60～69)、WM 個人ロード・スタート 61.5km（12.3km×5 周)  

 

 10：30   表彰式  表彰式場 

11:00～   ME             個人ロード・スタート 184.5km（12.3km×15 周) 

15:40～   表彰式                                   表彰式場 

    ～17:00 会場クローズ（中央森林公園閉門） 
 

 ※ロードレースにおける出走サインはしない。ただし出走する装備で計測チップ読み取りをする事。 

 スタート時間の１時間前～15 分前までとする。 
 

11  競技規則 最新版（公財）日本自転車競技連盟競技規則および大会特別規則による。 

(1) UCI/JCF ペナルティ・リストのみが適用される。 

(2) UCI/JCF アンチ・ドーピング規則、WADA/JADA 規程が適用される。 
 

12 参加資格 

(1) 各カテゴリ共通 日本国籍を有し 2022 年度（公財）日本自転車競技連盟および UCI 加盟国で競技者登録を完了した日本国籍を有する男女

競技者。ただしパラサイクリング種目に参加する者は，障害者手帳などを所持し、日本パラサイクリング連盟が認めた者、およ

び JCF 加盟団体の推薦をうけて JCF パラサイクリング部会が認めた者。タンデム・パイロットは各競技者に対して 1 名のみと

し，各パイロットは 1 名の競技者のみと参加できる。監督は、日本スポーツ協会公認有資格者または UCI ライセンス、JCF ライ

センス保持者(チームアテンダント)とする。    

(2) 「男子エリート」(ME) 個人タイムトライアル：20 名程度、個人ロードレース：200 名以下 

男子エリート競技者(1999 年以前生まれ)で、下記の基準に基づき選考する。 

  申込資格獲得大会該当者・本連盟ロード部会および加盟団体の推薦者。 

(3) 「女子エリート＋女子 U23」(WE＋WU23) 個人タイムトライアル：10 名程度、個人ロードレース：200 名以下 

女子(2003 年以前生まれ)で、下記の基準に基づき選考する。 

申込資格獲得大会該当者・本連盟ロード部会加盟団体の推薦者 

(4) 「男子 U23」(MU23) 個人タイムトライアル：20 名程度、個人ロードレース：200 名以下 

2000-2003 年生まれの男子で、下記の基準に該当する者。 

申込資格獲得大会該当者・本連盟ロード部会および加盟団体の推薦者 

(5) パラサイクリング 日本パラサイクリング連盟が認めた者、および JCF 加盟団体の推薦をうけて JCF パラサイクリング部会が認めた者。（ただし

加盟団体推薦にあたっては、JCF 公認競技大会におけるタイム記録など、推薦の基礎となる資料を添付すること） 

各種目において参加競技者が一定数を満たさなかった場合は、中止することがある。 

パラサイクリング種目において参加競技者が一定数を満たさなかった場合は、区分、スポーツ･クラス、性別グループを混合

することがある．この場合、UCI 規則 16.1.005 を適用する。 

男子: MB 視覚障害クラスB  

MC1・MC2 自転車競技クラスC1・C2 

MC3・MC4・MC5 自転車競技クラスC3・C4・C5 

MT1・MT2 トライシクル･クラスT1・Ｔ2  

MH1・MH2・MH3・MH4・MH5 ハンドサイクル･クラスH1・H2・H3・H4・H5 

女子: WB 視覚障害クラスB  

WC1・WC2・WC3・WC4・WC5 自転車競技クラスC1・C2・C3・C4・C5 

WT1・WT2 トライシクル･クラスT1・Ｔ2 

WH1・WH2・WH3・WH4・WH5 ハンドサイクル･クラスH1・H2・H3・H4・H5 

（6） 男子マスターズ30～39： 1983-1992年生まれの男子で下記のマスターズ共通事項を満たしていること。個人ロードレース：  100名以下 

（7） 男子マスターズ40～49： 1973-1982年生まれの男子で下記のマスターズ共通事項を満たしていること。個人ロードレース： 

（8） 男子マスターズ50～59： 1963-1972年生まれの男子で下記のマスターズ共通事項を満たしていること。個人ロードレース：  

（9） 男子マスターズ60～  ： 1962年以前生まれの男子で下記のマスターズ共通事項を満たしていること。個人ロードレース：   100名以下 

（10）女子マスターズ     ： 1992年以前生まれの女子で下記のマスターズ共通事項を満たしていること。個人ロードレース： 

※マスターズ共通事項；(1)各カテゴリ共通に加え下記に該当する事。 

a) UCI登録チームと競技者として契約していない事。 

b) 申し込み時点でロードのUCIポイントを保有していない事。 

c) 当該年度中（2022年1月1日から同12月31日の間）は自転車競技をエリートとして参加・活動しない事。国体参加、都道府県対抗大会参加を含む。 

⇒全日本実業団自転車競技連盟（JBCF）主催レースのEクラスタの参加実績・予定があっても本大会のマスターズ・カテゴリへのエントリーは許容

する。 

d) 自転車競技に耐えうる体力と技術を備え、心身ともに健康である事。 
 

 

 

13 表 彰 

(1) 各カテゴリ共通 表彰式には各カテゴリ、上位 3 位までが出席する。競技用ジャージを着用し、無帽、サングラスなしで出席すること。 
 

(2) 「男子エリート」(ME) 1 位チャンピオン・ジャージ、賞状とメダル、2～3 位に賞状とメダルを授与する。 

(3) 「女子エリート」(WE＋WU23) 1 位チャンピオン・ジャージ、賞状とメダル、2～3 位に賞状とメダルを授与する。 

  別途、WU23 の 1 位にチャンピオン・ジャージ、賞状とメダルを授与する。(ただし重複授与しない) 

(4) 「男子 U23」(MU23) 1 位チャンピオン・ジャージ、賞状とメダル、2～3 位に賞状とメダルを授与する。 

(5) パラサイクリング：     各種目各カテゴリ男女別に 1〜3 位（マイナス 1 ルール適用）を表彰し、 

1 位にチャンピオン・ジャージ、賞状とメダル、2～3 位に賞状とメダルを授与する。 

(6） 「男子マスターズ 30～39」： 1 位チャンピオン・ジャージ、賞状とメダル、2～3 位に賞状とメダルを授与する。 
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（7） 「男子マスターズ 40～49」： 1 位チャンピオン・ジャージ、賞状とメダル、2～3 位に賞状とメダルを授与する。 

（8） 「男子マスターズ 50～59」： 1 位チャンピオン・ジャージ、賞状とメダル、2～3 位に賞状とメダルを授与する。 

（9） 「男子マスターズ 60～69」： 1 位チャンピオン・ジャージ、賞状とメダル、2～3 位に賞状とメダルを授与する。 

（10） 「女子マスターズ 30～ 」： 1 位チャンピオン・ジャージ、賞状とメダル、2～3 位に賞状とメダルを授与する。 
 

14 参加申込  

   ※申込資格対象大会は別添の一覧を参照すること。 

 

（1） 申込方法： 下記手順を完了すること。（②は推薦を受ける選手のみ） 

① 申込（全選手） 

エントリーサイト（https://entry.jcf-system.jp/entry/tournament_select.html）から申込む。 

② 申込資格獲得大会で対象の成績を取得でいていない者は①に加え、所属の加盟団体または本連盟ロード部会へ推薦依頼を申し出る。 

加盟団体は推薦を取りまとめ、推薦フォーム（別途フォームＵＲＬを加盟団体へ配信）へ入力する。 

③ 個人タイムトライアルは当選確定メールを受信し支払いを完了した者が出場できる。 

 

(2) 申込・支払期限 ： 2022年5月31日（火）23:59 まで 

※コンビニ支払を選択する場合はエントリーサイトに記載された期限日までに支払いまで完了すること。 

※抽選種目（個人タイムトライアル）の支払いは当落発表からエントリーサイトに記載された期限日までに支払いを完了すること 
 

15 参加料 １名１種目につき マスターズ：10,000 円 エリート：10,000 円 U23：8,000 円 

ただし、システム利用料等は別途徴収。 

  （出場種目に関わらず、年齢区分による参加料を徴収する。例：WE+WU23 に参加する U23 該当選手は 8,000 円） 
 

16 UCI ポイント 国内選手権大会としての当大会には、UCI 個人ランキングのために UCI 規則 2.10.008 ならびに 2.10.017 に従いポイントが与えられる。 
 

17 ドーピング検査について 

(1) 本競技会は、日本ドーピング防止規程に基づくドーピング検査対象大会である。本大会参加者は、大会にエントリーした時点で日本ドーピング防止規

程にしたがい、ドーピング検査を受けることに同意したものとみなす。 

(2) また、18歳未満の競技者においては、上記のドーピング検査の実施について親権者の署名した同意書を大会に持参し携帯すること。 

親権者の同意書フォームは、次のURLからダウンロードできる。https://www.playtruejapan.org/jada/u18.html 

(3) 本大会参加者は、本大会において行われるドーピング検査を拒否または回避した場合、検査員の指示に従わない場合、帰路の移動等個人的諸事情

によりドーピング検査手続きを完了することができなかった場合等は、ドーピング防止規則違反となる可能性がある。ドーピング防止規則違反と判断さ

れた場合には、日本ドーピング防止規程に基づき制裁等を受けることになるので留意すること。 

(4) 2022年4月よりUCIのアンチ・ドーピング規則が改定され、従来行っていた検査対象者の掲出は今後行わないこととなった。対象者には検査員または

通告員（シャペロン）により検査対象として選出されたことを通告される。 

(5) 日本ドーピング防止規程の詳細内容およびドーピング検査については、公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構のウェブサイト

（http://www.playtruejapan.org）にて確認すること。 

18 ナショナル・チャンピオンジャージについて  

 (1) 本大会への申込を以て、ナショナル・チャンピオンジャージに関する UCI,JCF の諸規則、ガイドライン等を遵守することに同意したと見做す。 
 JCF 国内選手権者ジャージの使用に関するガイドライン 
 

19 大会本部 

 (1) 広島県中央森林公園内に 6 月 23 日（木）～6 月 26 日（日）の間に設置される。 

 ※欠場届はウェブサイトに掲出するオンラインフォームより提出。大会当日の欠場はフォーム提出の上、電話で連絡をすること。 

   大会期間中連絡先：080-3256-9286（大会時のみ） 

  

https://entry.jcf-system.jp/entry/tournament_select.html
https://www.playtruejapan.org/jada/u18.html
http://www.playtruejapan.org/
https://jcf.or.jp/wp2012/wp-content/uploads/downloads/2021/06/National-Champs-Jersey-Guideline-je-2021-_0626.pdf
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タイム・トライアルコース概要図 
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ロードレースコース概要図 


