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１．総則 
第 1 条（趣旨） 

本規程は、⼀般社団法⼈全⽇本実業団⾃転⾞競技連盟（以下「JBCF」）の運営する、
Ｊプロツアー（以下「JPT」）2022 に関し、JBCF2022 加盟登録規程とともに定める。  
 
第 2 条（⽤語の定義） 

本規程で使⽤する語の定義は、以下のとおりとする。 
1. JBCF ：⼀般社団法⼈ 全⽇本実業団⾃転⾞競技連盟 
2. UCI  ：国際⾃転⾞競技連合 
3. JCF  ：公益財団法⼈ ⽇本⾃転⾞競技連盟 
4. 学 連  ：⽇本学⽣⾃転⾞競技連盟 
5. ⾼体連  ：公益財団法⼈ 全国⾼等学校体育連盟⾃転⾞競技専⾨部 
6. クラスタ：JBCF における、⾛⼒や年代別、性別による競争の区分を指す。 
7. JPT  ：J プロツアー 
8. JET  ：J エリートツアー 
9. カテゴリー   ：各暦年中に達する、UCI/JCF 規則による年齢。区分は以下 10、11 

のとおり。 
10. ジュニア ：暦年中に 17 歳および 18 歳に達する、2004 年および 2005 年⽣まれの

選⼿ 
11. U23 ：暦年中に 19、20、21 および 22 歳に達する、2000 年から 2003 年⽣まれの

選⼿ 
12. 年度 ： 2022 年 1 ⽉ 1 ⽇から 2022 年 12 ⽉ 31 ⽇ 
13. 規程：当該年度の JCF/UCI 規程、J プロツアー加盟登録規程(以下、当規程という）

をいう。 
14. チーム：４名以上 16 名以下の同⼀属性を指す。 
 
第 3 条（基本規則） 
1. JBCF は JCF の構成団体であり、JBCF ⼤会は原則として、JCF 競技規則に準じて開
催される。 

2. JBCF に加盟登録する選⼿は、JCF 競技規則の内容を理解し、遵守すること。 
3. 第 1項に関わらず、JBCF は⼤会特別規則を定める等により独⾃の運⽤を⾏う場合が

ある。 
 

 
２．加盟登録⼿続き 

第４条（チーム数） 
JPT2022 の加盟チーム数は、22 を上限 とする。 

 
第５条（選⼿のチーム所属） 

選⼿は、原則として JBCF に正式に加盟登録された JPT チームにおける所属選⼿とし
て加盟登録されなければ、JBCF 公式レースに出⾛することができない。 
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第６条（チーム所属の制限） 

選⼿は、2022 年度中に JPT の複数チームに同時に所属することはできない。 
 

第７条（JPT2022 選⼿の参加個⼈資格） 
1. JPT に参加するチームは、下記「JPT 2022 ライダーステイタス（以下、ライダース

テイタスという。）」に該当する選⼿を所属させること。 
【ライダーステイタス】 

（１） JCF または UCI の競技者ライセンスいずれかを保持し、ジュニア男⼦以上の年
齢であること。 

（２） 下記いずれかに該当すること。 
① 「J プロツアー 2021」 最終個⼈ランキング 100位以内  
② 「J エリートツアー 2021」最終個⼈ランキング 50位以内  
③ 「J エリートツアー 2021」E1 ロードレースにおいての各 3 位までの⼊賞者、E1

クリテリウムレースにおいての各優勝者 
④ 下記基準を満たす等、JBCF が認めた選⼿  
ⅰ．2021 年全⽇本選⼿権ロードレース（エリート） 20位以内 
ⅱ．2021 年全⽇本選⼿権ロードレース（エリート以外）10 位以内 
ⅲ．2021 年全⽇本⼤学対抗選⼿権⾃転⾞競技⼤会ロードレース 10 位以内、2021 

年全⽇本学⽣個 ⼈ロードレース⼤会 10 位以内、その他 2021 年の JICF 公認
レースクラス 1 における各 3 位以内。 
ただし 2021 年に当該⼤会が開催されない場合、直近に開催された同⼤会の成
績を以て判定する。 

ⅳ．2021 年および 2022 年 JCF ロードレース強化指定選⼿ 
ⅴ．UCI ポイント保持者 
⑤ 過去の全⽇本選⼿権ロードレース（男⼦エリート）において優勝経験のある者。 
⑥ オリンピック出場経験者（選⼿） 

２．前項①から⑥に該当しない選⼿についてはチーム登録の新規・継続を問わず、最⼤
6 名まで監督推薦枠として、チーム代表から JBCFへ申請すること。JBCF は申請受
理後、ヒルクライム及びクリテリウムを除く標準的な JPT ロードレースでの⾛⼒の
有無を基本的な判断基準とし、当該選⼿の過去の競技実績、将来性、品⾏、JBCF
への協⼒等を含めて審査し、登録の可否をチームに通達する。 

３．年度途中の追加選⼿登録は１項①から⑥のいずれかを満たすか、監督推薦枠として
JBCF によって認められる必要がある。 

 
第８条（加盟資格及び審査基準） 
JBCF は、以下の項⽬をチームの加盟資格とし、前条とともに総合的にこれを審査の

上、JPT2022 加盟登録チームを決定する。 
1. チーム加盟資格 
① JPT2021 登録チーム 
② JET2021シーズンの最終戦終了時の JET チームランキング上位 10 チーム 
③ JBCF2021未登録かつ JPT 加盟に相応しい戦⼒及び運営体制を有するチーム 
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2. 審査基準 
① 本規程の遵守⾒込み 
② チーム運営法⼈の経営基盤、事業収益性及び経営の安定性 
③ JPT2022 所属予定選⼿の前条におけるライダーステイタス及び JBCF ⼤会等におけ

る競技実績 
④ JPT2022 所属予定選⼿の、JBCF ⼤会以外の⾃転⾞競技実績 
⑤ チーム及び関係者の⾃転⾞チーム運営実績 

 
第９条（加盟登録⽅法） 
チームは、JBCFが指定する下記期間において、JPTへの加盟希望の申請をそれぞれの
受付期間に⾏う。受理されたチームは JBCF による審査対象となる。審査後、JBCF は
各チームへ「JPT2022」の加盟について内定通知を⾏う。 
JPT2022 加盟候補チームは、別途定める「JPT2022 チーム加盟申請書」を提出し、
JBCF にて受理され、第 12 条に定める会費を納⼊した時点で正式に JPT2022 加盟チー
ムとなる。 
(1)  優先候補（受付期間：2021 年 12 ⽉ 9 ⽇〜12 ⽉ 17 ⽇）  

JPT2021シーズン登録チーム 
(2)  追加候補 
① JPT 加盟に相応しい戦⼒及び運営体制を有するチーム （受付期間：2021 年 12 ⽉

9 ⽇〜12 ⽉ 20 ⽇） 
② JET2021 シーズンの最終戦終了時の JET チームランキング上位 10 チーム（受付

期間：2021 年 12 ⽉ 9 ⽇〜12 ⽉ 20 ⽇） 
 
第 10 条（加盟登録の有効期間） 

加盟登録は当該年度中に限り、以下のとおりとする。 
1. 2022 年度中に⼿続きを⾏ったときは、加盟登録⽇から有効期間が開始する。 
2. 登録申請を⾏ったチームに関し、JBCF の判断により登録を許可しない、あるい

は、取り下げた場合、有効期間が残存していても、即時終了する。 
3. チームへの所属関係が消滅したときは、別の加盟登録チームへ移籍した場合を除

き、原則として、有効期限が残存していたとしても加盟登録期間が終了する。 
 
第 11 条（申請）   
1. チームから JBCF に対する、登録を希望する選⼿およびスタッフの申請期間は、

2022 年１⽉ 5 ⽇から 1 ⽉ 20 ⽇までとする。ただし、JCF ライセンスを取得してい
る選⼿は、2022 年 2 ⽉１⽇から 2022 年最終戦の 2週間前までの期間、追加申請を
することができる。申請にあたっては第７条を参照のこと。 

2. JPCA 登録のプロライセンスを保持する選⼿は、登録地を「JPCA」として申請す
る。  

3. チームは、18 歳以上のチーム代表者を選任のうえ、申請⼿続きをおこなう。 
4. チームは、以下のいずれかの資格をもつものをスタッフとして登録する必要がある 

(1) JCF 公認チームアテンダント 
(2) ⽇本スポーツ協会⾃転⾞競技公認各級、同公認⾃転⾞競技各級指導員、UCI  

の 認めるコーチおよびスポーツディレクター資格 
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5. チーム名の年度内の変更は認めない。ただし JBCF が許可した場合はこの限りでは
ない。 

 
第 1２条（会費）  
1. 会費は、以下のとおりとする。 

チーム代表者は、JBCF 所定のうち⾃らが選択した⽀払⽅法に基づき、JBCF に対し下
記チーム分担⾦、チーム年会費および選⼿年会費を 2022 年１⽉ 31 ⽇までに納⼊するこ
と。なお、振込⼿数料は各チーム負担とする。 
① JPT チーム分担⾦  

チームは、以下の(A)ないし(B)のいずれかを選択することとする。 
(A)  チーム分担⾦  120万円（税別） 
＊2022 年度内 全ての J プロツアー⼤会およびトラックシリーズ⼤会 

の⼤会参加料⽀払いが免除される。 
   (B) チーム分担⾦ 30万円（税別） 
     ＊2022 年度の JBCF 各⼤会に参加する際、以下の通り、⼤会参加料を⽀払う 

必要がある。 
      J プロツアー⼤会：15,000円（税別） ＊選⼿⼀⼈あたり、⼀⼤会につき 

トラックシリーズ⼤会：⼤会ごとに定める参加料 
       ⼤会参加料の⽀払⽅法はチームから JBCF 指定⼝座に対する振込とし、 

⽀払期⽇は各⼤会のエントリー締切⽇とする。 
② チーム年会費（消費税不課税）15,000円/チーム 
③ 選⼿年会費（消費税不課税）20,000円/⼈(保険料含む) 

ただし、競輪選⼿等、⾃転⾞競技を本業とする選⼿は保険適⽤外となること
を、予め留意すること。 

2. チーム及び選⼿は、前項の⽀払いが完了した時点で加盟登録がなされ、JBCF 公式
レースへのエントリーが可能となる。 

3. JBCF は、チーム代表者が申請期間中に会費の⽀払いが完了しなかったことによ
り、選⼿が JBCF 公式レースで出⾛できなかったとしても、チーム及び選⼿に対し
て何らの責任も負わない。 

4. チームは納⼊した会費について、JBCF に対して返⾦を求めることができない。 
5. チーム年会費および選⼿年会費については、資産の譲渡等の対価に該当しないもの

であり、消費税不課税となる。 
 
第 1３条（⾼等学校、⾼等専⾨学校及び⼤学チームの登録）  

JBCF はこれらの団体の JPT チーム加盟を妨げない。いずれも登録の際は、予め在学
校⻑の承認を得ていることが望ましい。  
 
 

４．ジャージ登録 
第 1４条（ジャージ登録） 
1. チームは、単⼀デザインのジャージを JBCF システム上で登録する。選⼿は、未登

録のジャージを着⽤して JBCF 公式レースを出⾛することはできない。  
2. 前項に拘らず、上下⼀体型のワンピースやスキンスーツ等の場合は既に登録したセ
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パレート式ジャージと単⼀のデザインとみなし、選⼿の出⾛を認める。 
 
 

５．移籍 
第 1５条（移籍）  
1. 選⼿が移籍を希望する場合、当該選⼿が所属するチームから登録抹消された上で、

移籍先チームから JBCF に対して登録申請をし、承認を得る必要がある。 
2. チームが、J プロツアーに加盟登録する別チームに所属する選⼿との契約を締結し

ようとする場合、移籍元チームの代表者に対して、当該選⼿との交渉を⾏うことを
書⾯により通知し、許可を得なければならない。 

3. 前項 1.および 2.に反する移籍について、JBCF はこれを無効とすることができる。 
 

 
６．保険 

第 1６条（保険） 
JBCF は加盟登録⼿続きが完了した選⼿に対し、以下の保険加⼊⼿続きを⾏う。 
１．スポーツ安全保険（対象期間：加盟登録⼿続完了後２週間経過した⽇もしくは 2022

年 4 ⽉１⽇のいずれか遅い⽇から 2023 年 3 ⽉ 31 ⽇まで） 
２．レクリエーション傷害保険（対象期間：加盟登録⼿続完了⽇の翌⽇もしくは 2022開
幕戦が開催される⽇のいずれか遅い⽇から 2022 年最終戦まで） 

 
 

７．資格停⽌および退会 
第 17 条（資格停⽌および退会） 
1. チームは、選⼿の退会を随時おこなうことができる。  
2. JBCF は、チームまたは選⼿が本規程に違反したときは、選⼿の資格停⽌または退

会をおこなうことができる。 
 
 

８．その他 
第 18 条（アカウント管理） 
チーム代表者は、エントリーシステムのアカウント情報を厳密に管理する。 

 
第 19 条（チームカー） 
チームカーを随⾏させるレースにおいては、チームは、⾃チームのものと識別できる

⾞両を⼀台随⾏させること。チームカーの運⽤については別途定めるものとする。 
 
第 20 条（個⼈情報） 
1. JBCF は、以下の⽬的で選⼿の個⼈情報を利⽤することができる。  
（1）加盟登録選⼿の管理  
（2）JBCF 公式レースに関する情報発信  
（3）レースや加盟登録に関する連絡  
（4）その他、事故や災害、感染症拡⼤予防のためなど緊急を要する時 
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2. 前項のほか、選⼿の個⼈情報は、JBCF の個⼈情報取扱いポリシーに従って取り扱
われる。 

 
第 21 条（誠実義務） 
1. 選⼿及びチームは、JBCF の定款および本規程ならびにこれらに付随する諸規程を
遵守すること。選⼿は、⾃⼰の能⼒を最⼤限に発揮するため、常に最善の健康状態
の保持および運動能⼒の維持・向上に努める。 

2. 選⼿は、JBCF から指名を受けた場合、JBCF の広告宣伝・広報・プロモーション活
動に原則として無償で協⼒する。  

 
第 22 条（選⼿及びチームの肖像権について）  
1. JBCF の⼤会やイベント等に参加する際、選⼿及びチームは、⼤会やイベント時に

おける肖像を JBCFが宣伝等の⽬的で使⽤することにつき、無償で許諾する。 
2. 選⼿及びチームは、選⼿契約の期間中であるか否かを問わず、⾃転⾞競技に関し、

選⼿の肖像、映像、⽒名等（以下「選⼿の肖像等」という）が報道、放送、インタ
ーネット等にアップロードされることおよび当該報道、放送、インターネット等に
関する選⼿の肖像等につき何ら異議を申し⽴てない。  

3. 選⼿は、JBCF またはチームから指名を受けた場合、チーム、JBCF の広告宣伝・広
報・プロモーション活動（以下「広告宣伝等」と いう）に原則として無償で協⼒す
る。  

4. 選⼿は、以下の各号について事前にチームの書⾯による承諾を得る。  
(1) テレビ・ラジオ番組およびインターネット等を通じて配信される番組等への出
演  

(2) イベントへの出演  
(3) 新聞・雑誌取材への応諾  
(4) 第三者の広告宣伝等への関与  

4. 前項の出演または関与に際しての対価の分配は、チームと選⼿が協議して定める。 
 
第 23 条（免責）  
1. JBCF は、本規程に関連して⽣じた加盟チーム、登録選⼿及び第三者の結果的損

害、付随的損害、逸失利益等の間接損害について、それらの予⾒または予⾒可能性
の有無にかかわらず⼀切の責任を負わない。 

2. ただし、JBCF に故意または重過失が存する場合は本条を適⽤しない。 
 
第 24 条（損害賠償額の制限）  
本規程に関し JBCFが損害賠償責任を負う場合、加盟チームが JBCF に本規程に対して
⽀払った総額を限度額として賠償責任を負うものとする。 
 
  
附則 
当該規程は、2022 年 1 ⽉ 1 ⽇から実施する。 
なお、当該規程に記載無き事項は、⽇本国内の法律により、解決するものとする。 
 


