U-Spirit ウエパー杯 2014 けいはんなサイクルレース実施要項
主

催

けいはんなサイクルレース実行委員会
（木津川市、精華町、京都府自転車競技連盟、京都新聞、木津川市教育委員会、精華町教育委員
会、木津川市体育協会、特定非営利活動法人精華町体育協会、（公財）関西文化学術研究都市推
進機構、（株）けいはんな）
後
援
京都府、京田辺市、京都府教育委員会、京田辺市教育委員会、ＫＢＳ京都、エフエム京都、京都府
高等学校体育連盟自転車競技専門部、ＪＫＡ
協
力
独立行政法人都市再生機構西日本支社関西文化学術研究都市事業本部、
奈良交通（株）、（株）岩
井商会、日本ボーイスカウト京都連盟洛星地区、京都府バイコロジーをすすめる会、シエルヴォ
奈良
特別協賛
ウエムラサイクルパーツ
協賛
福寿園、シマノ
支援協力
京都府木津警察署
日
時
２０１４年９月１５日（月・祝）午前８時００分～ 開会式 ＜雨天決行＞
（開催の有無については、当日の気象状況その他、主催者で判断し決定します）
会
場
けいはんなプラザ日時計前を出発、終点とし、
学研都市のシンボルロード精華大通りを中心に、学
研施設の周囲を
回る一周２．３６Ｋｍ、高低差２６ｍの絶景コース。Ｃ６Ｗと小学１～４年生と
５，６年のノーマルは最高標高ブロックを除外した１周１．７Ｋｍの平坦コース
日
程
募集期間
８月１日（金）から８月３１日（日）（消印有効）
受
付
９月１４日（日）
１３：００～１７：００
けいはんなプラザ
９月１５日（月・祝）
６：３０～１０：００
日時計広場
開会式
９月１５日（月・祝）
８：００～
試
走
９月１５日（月・祝）
８：１０～８：２５
競
技
９月１５日（月・祝）
８：３０～１２：３０
種
目
個人ロードレース
カテゴリー
（カテゴリー 説明）
周回数／距離
ｽﾀｰﾄ時間 参加予想数
１ . Ｃ２
（上級・登録中級男女）
９周回／２１．２４ km
８：３０ １２０名
２ . Ｃ３Ｌ
（中級）
６周回／１４．１６ km
９：０９ １２０名
３ . Ｃ３Ｈ
（中級）
６周回／１４．１６ km
９：３７ １２０名
４ . Ｃ４Ｌ
（中初級）
４周回／９．４４ km
１０：０５ １２０名
５ . Ｃ４Ｈ＋Ｗ （中初級と女性）
４周回／９．４４ km
１０：２５ １２０名
６ . Ｃ１
（登録上級）
１４周回／３３．０４ km １０：４９
７０名
７ . Ｕ２３
（登録 19 ～ 22 歳男性）
１４周回／３３．０４ km １０：４９
５０名
８ . Ｃ５Ｌ
（初級）
２周回／４．７２ km
１１：３８ １２０名
９ . Ｃ５Ｈ＋Ｗ＋小学５－６年スポーツ （初級と女性と小学生）
２周回／４．７２ km
１１：５２ １２０名
10. 小学５－６年（男女／ノーマル）
Ｓ２周回／３．４０ km １２：１２
３０名
11. 小学３－４年（男女／ノーマル／スポーツ） Ｓ２周回／３．４０ km １２：１２
５０名
12. 小学１－２年（男女／ノーマル／スポーツ） Ｓ２周回／３．４０ km １２：１２
５０名
13. Ｃ６Ｗ
（超初級女性）
Ｓ２周回／３．４０ km １２：１２
５０名
合計約 １０００名
競技方法
(1) 各カテゴリーごとの一斉スタートによる個人ロードレースとして行います。
(2) 一部カテゴリーにおいてスタート位置はシード順となります
(3) 関門をゴール付近に設置します。各部の先頭から著しく遅れ、周回遅れとなりそうな競技者
を失格とします。
(4) Ｃ１、Ｕ２３は同一レースとして打ち切り関門を設定します。
(5) Ｃ５、Ｃ５Ｗと小学５－６Ｓ、小学３－４、小学１－２、Ｃ６Ｗに関門は設置しませんが
周回遅れになった場合は先頭がゴールした時点で新たな周回へは入れませんので、規定周回
より少なく完走となります。
(6) Ｃ３～Ｃ５では申込者を年齢で並べ替え、高（Ｈ）と低（Ｌ）に分けます。
競技規則
( 財 ) 日本自転車競技連盟競技規則、ならびに大会特別規則によって行います。
参加資格
(1) 健康な方なら誰でも参加できます。
(2) カテゴリーＣ１、Ｕ２３については日本自転車競技連盟に競技者として登録していることが
条件となります。
－1－

記

録

表

彰

(1)

参加申込
申込期限
ます。受
ば参加は
い。

(3) 小学生は使用する自転車の種類によって二つのクラスに分かれます。タイヤ幅が
30 ミリ以
下で出場する場合はスポーツクラス、それ以上のタイヤ幅はノーマルクラスを選択してくだ
さい。
(4) 中学生は C2 まで参加可能です。
(5) 登録カテゴリーがプロの競技者は C1 に出場してください。
コミュニケボード（掲示板）に競技終了後およそ１０分で６位までの速報を掲出します。
また全員の記録を当日中に連盟ＨＰに掲出します。 http://kyoto-cf.com
(1) 各カテゴリーの上位６位まで表彰します。ただし、１カテゴリーのエントリー数が３
０名に満たない場合、表彰は３位までとします。
小学生の部は参加者数にかかわらず学年カテゴリー、男女別、クラス（ノーマル／ス
ポーツ）別に３位までの入賞者を対象に（表彰状は用いず）表彰式を行います。
(2) ポイント賞：Ｃ１、Ｕ２３の部で、途中回のフィニッシュラインを１位で通過したも
のに５点、２位で通過したものに３点、３位で通過したものに１点を与え、ゴール後
これを集計し、点数の高い上位３名にポイント賞を与えます。完走していなくても賞
の対象となります。
女性、小中高校生は１，５００円。その他は４，０００円。全員に参加賞が協賛社から提供
されます。参加料には保険料（死亡１，０００万円、入院２，０００円／日）が含ま
れています。通院は補償されませんので、補償額等が不十分な方は個人で別途傷害保
険に加入して下さい。
(2) 一旦払い込まれた参加料は大会が中止となってもお返ししません。
(1) スポーツエントリー http://www.sportsentry.ne.jp/
JTB スポーツステーション https://jtbsports.jp/ から応募してください
(2) 参加申込は先着順とします。期限内でも定員になれば締め切ることがあります。
８月３１日（消印有効）締め切り後集計を行い開催１週間前を目途に参加確認証を送付し
付にお持ちいただくとスムーズです。参加確認証がなくてもエントリーが確認できていれ
可能です。参加案内やエントリーリストは連盟 WEB サイトに掲示しますので参照くださ

大会事務局が用意します（無料）。指定駐車場以外への駐車は絶対にしないでください。
駐車場の開門は６時００分、退出は１４時とします。
その他
(1) 登録者は競技者登録証を持参、提示してください。
(2) 参加競技者は、競技中はもちろん、練習中も連盟公認ヘルメット（登録者以外は同等
品）を着
用してください。レンタルヘルメットも準備しています。エントリー時に申し出てくだ
さい。
(3) 検車は行いません。自身の責任で自転車の整備を行ってください。メカニックサービスをご
利用
ください。整備不良と認められた自転車の出走は、いかなる事情があっても認められません。
付
属的なハンドルアタッチメントは使用できません。
(4) 競技開始時間は遅れることがあります。コミュニケボード、アナウンスに注意してください。
(5) 競技中の代車輪の交換，食飲料の補給はできません。
(6) 競技中の疾病及び負傷については競技規則の規定に定めるとおり主催者の責任においては応急
処
置しか行いません。このため骨折等により病院や医院での治療が必要となったときは初診料より
本人負担となりますので健康保険証を携帯してください
(7) 当日受付は時間が短いので、大変混雑します。このためレースに間に合わない、ということ
にな
らぬよう、できる限り前日の受付を利用して下さい。
(8) 府道精華大通り線は中央分離帯を境に北側の二車線を一般交通を遮断して競技に使用しま
す。そ
の他の部分は全面的に進行方向に一方通行となります。
(9) 試走は決められた時間内に必ず行うようにしてください。前日までにこのコースを走られる
場合
は交通規則通り、道路の左端を一列で走行してください。 一旦停止は止まってください。信号
は順守してください。夜間はライトを点灯してください。
(10) 試合中、リタイア後、ゴール後など競技役員の指示に従ってください。
(11) その他、不明な点は、京都府自転車競技連盟（ 090-5151-9669 ）までお問い合わせくださ
い。
(12) 天候など、やむなき事情で大会を中止する場合は前日
18 時に決定し、連盟WEB サイト、ツイ
ッター、 FB などで掲示します。
－2－

けいはんなサイクルレース事前講習会（スクール）
２０１４けいはんなサイクルレースに出てみよう、出てみたいと考える精華町、木
津川市を核とした地元の初心者の方とこどもたちに、最初の一歩を踏み出すための講
習会を下記の日程で行います。
準備するものは自分の自転車だけ。自転車で速く走ることに関心のある初心者と子
どもたちぜひ参加してください。
何も知らなくても大丈夫。ベテランのお兄さん、お姉さんが優しく指導します。参加
してみて、おもしろい、これからも取り組んでみようと思ったら、９月１６日に行われ
る本番のレースにもエントリーしてみてください。
記
主催
会場

京都府自転車競技連盟
オムロンけいはんなイノベーションセンタ 西側駐車場
木津川市木津川台９丁目 1 番
日程
１回目 ８月２日（土曜） 午前 8 時 30 分受付、9 時開始、11
時終了予定
２回目 ８月１６日（土曜） 同上
小雨決行
内容
カラーコーンで周回コースを設営、そのコースで安全に早く走る練習を行う
参加予定者
自分で会場まで来ることができる初心者と小中学生
会費
無料（一般の傷害保険には主催者で加入）できるだけ事前に下記までメー
ルで申し込む。
必要なもの
自分の自転車 運動に適した服装、手袋。ヘルメットは連盟でも準備
しています。自転車の種類は問いません。サンダルは不可、必ず運動靴で。
［注］自転車は２輪で走る乗り物なので運転を誤れば転倒することがあります。この
スクールでは転倒の練習は行いませんが、講習中に転倒することはあります。消毒、絆
創膏などの簡易な措置は行いますが、病院での対応が必要と思われる際には救急車要
請などを行います。健康保険証を持参してください。また、転倒によるけがや接触があ
ったとしても自己責任であるということを理解された上で参加申し込みしてくださ
い。

以上
申込先 京都府自転車競技連盟 担当熊本
PH090-5151-9669 mail:kumamoto@kyoto-cf.com

