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中国シクロクロス
　　　　　　　　

レーススケジュールレーススケジュールレーススケジュールレーススケジュール 　　　　　　　　

２０１５２０１５２０１５２０１５ 島根第１戦 島根県奥出雲町/雲南市　さくらおろち湖自転車競技施設 　　　　　　　　

広島第２戦 広島県廿日市市吉和　広島県立もみのき森林公園 　　　　　　　　

鳥取第３戦 鳥取県西伯郡大山町 夕陽の丘神田・山香荘 　　　　　　　　

岡山第４戦 岡山県真庭市　ひるぜんベアバレースキー場 　　　　　　　　

広島第５戦 広島県宮島　包ヶ浦自然公園 　　　　　　　　

２０１６２０１６２０１６２０１６ 山口第６戦 山口県下関市　深坂自然の森 　　　　　　　　

広島第７戦 広島県三原市　広島県立中央森林公園（JCXシリーズ） 　　　　　　　　

島根第８戦 島根県浜田市　かなぎウエスタンライディングパーク 　　　　　　　　

岡山第９戦 岡山県吉備中央町  国立吉備青少年自然の家 　　　　　　　　

主管 中国地域自転車競技連盟連合会、岡山サイクルスポーツ協議会 　　　　　　　　

共催 （公財）日本自転車競技連盟・（一財）中央森林公園協会　 　　　　　　　　

後援 （公財）ＪＫＡ・奥出雲町・雲南市・広島県立もみのき森林公園・夕陽の丘神田・山香荘・ 　　　　　　　　

真庭市・ひるぜんベアバレースキー場・深坂自然の森・ 　　　　　　　　

かなぎウエスタンライディングパーク ・吉備中央町・国立吉備青少年自然の家 　　　　　　　　

参加資格  小学生以上の健康な男女。Ｃ１、Ｃ２、ＣＬ１はＪＣＦ登録者であること。 　　　　　　　　

参加料    各大会３,０００円/戦。ＣＫ（小学生）の部は１０００円/戦。　 　　　　　　　　

参加申込　　現金書留での郵送または、スポーツエントリーでお申し込みください。 　　　　　　　　

http://www.sportsentry.ne.jp/http://www.sportsentry.ne.jp/http://www.sportsentry.ne.jp/http://www.sportsentry.ne.jp/ 　　　　　　　　

申込締切は各大会の１週間前の土曜日まで。 　　　　　　　　

中国CX 〒744-0071 　　　　　　　　

山口県下松市清瀬町3丁目13-16　KストリートC　 　　　　　　　　

  シクロテックイチカワ内 　　　　　　　　

  中国シクロクロス実行委員会事務局 　　　　　　　　

TEL　0833-48-8946　Fax　0833-48-8947 　　　　　　　　

e-mail  m.ichikawa@hiroshima-cf.orge-mail  m.ichikawa@hiroshima-cf.orge-mail  m.ichikawa@hiroshima-cf.orge-mail  m.ichikawa@hiroshima-cf.org 　　　　　　　　

岡山第４戦・第９戦のみ下記申込み及び問合せとなります 　　　　　　　　

〒７０９－０８６２　岡山県岡山市東区瀬戸町笹岡１１５３－３ 　　　　　　　　

岡山県サイクルスポーツ協議会　　代表　辻本勝 　　　　　　　　

http://okayama-cycle.com/http://okayama-cycle.com/http://okayama-cycle.com/http://okayama-cycle.com/ TEL　086-952-3144 　　　　　　　　

表彰　　 各レースごとに１位～３位を表彰。 　　　　　　　　

タイムスケジュール（変更の場合は当日のコミニケに掲載します。） 　　　　　　　　

競技時間 　　　　　　　　

CＫ  １０分 　　　　　　　　

C４ 　　　　　　　　

C３ 　　　　　　　　

ＣＬ２ 　　　　　　　　

ＣＭ３ 　　　　　　　　

ＣＭ２ 　　　　　　　　

Ｕ１７ 　　　　　　　　

Ｃ２ 　　　　　　　　

ＣＬ１ 　　　　　　　　

ＣＭ１ 　　　　　　　　

ＣＪ 　　　　　　　　

Ｃ１ ６０分 　　　　　　　　

注意：Ｃ１スタートはＣ２が１０人未満の場合Ｃ２と同時１１：２０スタート（予定）です。 　　　　　　　　

スタート前２０分で受付は締切ります。 　　　　　　　　

スタートは集合順です。スタート時間５分前までに集合してください。 　　　　　　　　

ご案内 ＪＣＦ競技規則と中国シクロクロス特別規則により運営します。 　　　　　　　　

詳細は、下記HPから情報が得られます。 　　　　　　　　

中国シクロクロスHP 　http://tyugokucx.info/　http://tyugokucx.info/　http://tyugokucx.info/　http://tyugokucx.info/ 　　　　　　　　

AJOCCのHP 　http://www.cyclocross.jp/　http://www.cyclocross.jp/　http://www.cyclocross.jp/　http://www.cyclocross.jp/ 　　　　　　　　

　　　　　　　　

　　　　　　　　

　　　　　　　　

　　　　　　　　

　　　　　　　　

40歳以上(1976年以前生まれ)の初心者

JCF登録者

JCF登録者

40歳以上(1976年以前生まれ)の者

タイムスケジュール

１０：００～１０：１０

１０：３０～１１：００

１１：２０～１２：００

１２：１０～１３：１０

３０分

女子

40歳以上(1976年以前生まれ)の経験者

　　２月２８日（日）

女子JCF登録者

４０分

競技カテゴリー

小学生

初心者

経験者

17歳未満(2000年以降生まれ)の者

1998～1999年生まれの者

　１１月８日（日）

　　３月　６日（日）

　１０月２５日（日）

　１１月１５日（日）

　１１月２３日（月祝）

　　１月１０日（日）

　　１月２４日（日）

　１２月２０日（日）

中国シクロクロスは、１．５ｋｍ～２．５ｋｍの周回コースを、参加するカテゴリーごとに決められた

時間内にどれだけ多く周回できるかを競う競技です。そのコースは、舗装、ダート、階段やシケイ

ンと呼ぶ障害があり、自転車から降りてのランニング区間とバイクライディング区間が交互にやっ

てくるクロスカントリー競走です。

この事業は、競輪の補助金を受けて実施します。

公益財団法人公益財団法人公益財団法人公益財団法人 ＪＫＡＪＫＡＪＫＡＪＫＡ http://keirin.jphttp://keirin.jphttp://keirin.jphttp://keirin.jp

競輪補助事業競輪補助事業競輪補助事業競輪補助事業 http://ringringhttp://ringringhttp://ringringhttp://ringring----keirin.jpkeirin.jpkeirin.jpkeirin.jp
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カテゴリーの昇格・降格について 　　　　　　　　

初めての参加はＣ４、Ｃ２Ｌ、ＣＭ３にエントリーしてください。ただしＣ３、Ｃ２、ＣＬ１、ＣＭ２で走れると

お考えでしたら、競技種目と代表的な成績を事前に事務局へ連絡して申込んでください。

最終的にはコミッセールが判断します。

AJOCCのHPに掲載の全国各地で開催されているシクロクロス大会にそのカテゴリーで参加できます。

昇格の基準は下記の通りです。

完走者数 Ｃ４・Ｃ３⇒Ｃ２、Ｃ２⇒Ｃ１、ＣＭ３・ＣＭ２⇒ＣＭ１

　１～　９人 ０　（C3・C4及びC2クラスで５～９人でシーズン２勝の場合は昇格）

１０～１９人 １

２０～４９人 ２

Ｃ３及びＣＬ２から昇格する際にＪＣＦ登録の無い者は、昇格から概ね１ヶ月以内にＪＣＦ登録を済ませること。

１月以降の昇格者は次シーズンにＪＣＦ登録を確約することで参加を認める。

女子で全日本選手権出場を希望する者はシーズン当初にＣＬ１を許可することがある。

ＣＬ２からＣＬ１への昇格は完走６人以上で２勝。

降格の基準は下記の通りです。基準を満たせないと次シーズンは降格となります。

必要回数

1回

3回

ＣＬ１からの降格は今期については行わない。

カテゴリーごとの機材規制

Ｃ１及びＣＬ１はＪＣＦ競技規則どおり。Ｃ２及びＣＭ１についてのＭＴＢでの参加は最後尾からのスタート。

注意事項    レースでは、使用自転車がメカトラブルをおこしても。周回方向を逆走できませんし、

自転車から離れての競技の続行はできません。ピットで交換修理等お願いします。

ヘルメット（ＪＣＦ公認）・手袋必着。ユニホームは所属チームのものか、無地のものを着用のこと。

所属していないチーム名の入ったジャージは着用しないでください。

機材は、泥よけ、スタンド、キャリヤー等レースに必要のない部品を取り除いた自転車。

車検は実施しませんので、各自整備しておいてください。 

申込み欄に ○ 印をしてください。

島根　#1 広島　#2 鳥取　#3 岡山　#4 広島　#5 山口　#6 広島#7 島根　#8 岡山　#9

さくらおろち湖 もみのき森林公園 夕陽の丘神田 ひるぜん 宮島 深坂自然の森 中央森林公園 かなぎ 吉備中央町

10/25 11/8 11/15 11/23 12/20 1/10 1/24 2/28 3/6

選手コード　： カテゴリー

氏名

(フリガナ)

所属チーム名 ＪＣＦ登録Ｎｏ．

現住所 　〒　　　　－

e-mail：　　 e-mailで大会案内を希望　　する　・　しない

TEL：　（　　　　　　　　）　　　　－ FAX：　（　　　　　　　　）　　　　－

生年月日　　西暦　　　　　年　　　月　　　日 （2016/1/1時点　 　 　歳）　 性別　　　　男　・　女

誓約書　

　　競技中に発生する転倒などにより、外傷や骨折などのけがの起こる可能性があることを理解しています。

そのため、自己身体の管理に万全の注意をするとともに、競技参加に関して起こった事故について、

主催者に一切の責任を問いません。

　自署

氏名                       　　　　    　　

保護者名                              　 （２０歳未満の参加者は、保護者署名）

 ＣＭ１ ・ ＣＭ２ ・ ＣＭ３ ・ ＣＪ ・ Ｕ１７ ・ ＣＫ

上位　1/4 　25%

出走者全体のなかの着順

２０１５－２０１６　シーズン２０１５－２０１６　シーズン２０１５－２０１６　シーズン２０１５－２０１６　シーズン　中国シクロクロス　　参加申込書

 Ｃ１ ・ Ｃ２ ・ Ｃ３ ・ Ｃ４ ・ ＣＬ１ ・ ＣＬ２

上位　2/3　 66%


