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目指せ シクロクロス界の、安くて

美味しいファミレス！

＜今期のトピック＞

・第６戦は第 回記念レースです。100
・香川県で第１回さぬきｼｸﾛｸﾛｽ善通寺大会

と共同開催で全９戦になります。
・ 登録レースをマイアミランドで、UCI
全日本選手権を堺で開催します。

オーガナイズ

ｂｙ 関西シクロクロス実行委員会

＜‘０７～’０８シーズン 関西シクロクロスシリーズ 全９戦 カレンダー＞
第１戦 １１月１１日（日） 「府民の森ひよし」 京都府南丹市
第２戦 １１月２３日（祝） 「鉢伏ふれあい公園」香川県善通寺市（第１回さぬきクロス）
第３戦 １１月２５日（日） 「びわこマイアミランド」 滋賀県野洲市
国際自転車競技連盟カレンダー登録レース（ ）世界選手権代表セレクションレースUCI-C2

第４戦 １２月 ９日（日） 「堺市海とのふれあい広場」 大阪府堺市
第 回全日本シクロクロス選手権（エリート男子、エリート女子、マスター、ジュニア）13

第５戦 １２月１６日（日） 「三段池公園」 京都府福知山市
第６戦 １２月２３日（日） 「北神戸田園スポーツ公園」 兵庫県神戸市
第７戦 １月 ６日（日） 「希望ヶ丘文化公園」 滋賀県野洲市
第８戦 １月２０日（日） 「桂川緑地公園下鳥羽地区」 京都府京都市

関西クロス選手権第９戦 ２月 ３日（日） 「野洲川運動公園」 滋賀県野洲市 兼

シクロクロスに「はまってしまった」人に「魅力は何？」と聞いてみると「冬でも大好きな自転車レース

に参加できる」とか 「集中して走りきった時の達成感 「オフロード走行がうまくなる実感」など、人それ、 」

、 （ ） 、ぞれに楽しみ方がありますが 秋から冬にかけて毎週 隔週 シクロクロスファンの仲間と顔を会わすのも

参加者、スタッフ共通の楽しみになっています。

シクロクロスはロードレースのスピード感と、マウンテンバイクのオフロード走行の楽しさを足して２で

割って時間を短くしたような自転車競技です。レース時間は初級のカテゴリー３で３０分と短く感じるかも

しれませんが、走ってみると、コースは色々人工的なしかけ（笑）があって、自転車を降りたり乗ったり、

勢いでぎりぎり乗っていけるような激坂があったり、時には自転車を担いで上がる階段が現れたり、路面が

深い砂地だったり、深い草地だったり、次々と変化するコース状況をスピーディーに攻略しながら、手も足

もノウミソも使える全てを動員して全力疾走するレースなのです。

とにかく一度レースに参加して、このおもしろさを実感してみてください。

それではレース会場で、あなたをお待ちしています。



カテゴリー（参加クラス）の目安大 会 標 準 日 程
Ｃ１（カテゴリー１） 上級者男性受 付 開 始 ８：３０～

Ｃ２（カテゴリー２） 中級者男性１ ＣＹ＋ＣＬ３ １５分 ９：３０～ ９：５０

Ｃ３（カテゴリー３） 初級者男性２ Ｃ３Ａ＋ＣＭ ３０分 １０：００～ １０：４０

※Ａ・Ｂに実力差はなく主催者で振分ます。３ Ｃ３Ｂ＋ＣＬ２ ３０分 １０：５０～ １１：３０

１（カテゴリー ）上級者女性４ Ｃ１ ６０分 １１：４０～ １２：５０ CL L1
２（カテゴリー ）初級者女性５ ＣＫ １０分 １３：００～ １３：１５ CL L2
３（カテゴリー ）お試しｸﾗｽ６ Ｃ２＋ＣＬ１ ４０分 １３：２０～ １４：１０ CL L3

ＣＭ（ｶﾃｺﾞﾘｰﾏｽﾀｰ） 歳以上男性Ｃ３＋Ｌ２・ＣＭ＋Ｃ３・Ｃ２＋Ｌ１は１分の時差ｽﾀｰﾄ 40
ＣＹ（ｶﾃｺﾞﾘｰﾕｰｽ） 概ね中学生第２戦（讃岐ステージ）と、第４戦（堺ステージ）について

ＣＫ（ｶﾃｺﾞﾘｰｷｯｽﾞ） 概ね小学生は、

スタート時間が通常とは異なります。（別途お知らせしま

す。）

※あくまで標準日程です、変更の場案は当日のコミ

ュニケに掲載します。

＜ビギナー編：始めようシクロクロス＞
シクロクロスは、初めて参加した人でも十二分に楽し

めるスポーツです。

自転車も、初めて参加されるクラスではお堅い制限は

ありません、スポーツタイプのものであれば何でもＯＫ

ですし、ウエアもお気に入りのレプリカジャージや、ス

ニーカーとＴシャツやジャージでも参加できます。

ただし、ハードシェルのヘルメットは試走の時も含め

て必ず着用してください。子ども用のヘルメットについ

てはいくつかレンタル用のものを用意していますので、

レース当日の受付でお申し出ください。

特に昨シーズンからはじめた女性の超初級カテゴリ Ｌ３（１５分）が好評です。いつもは応援のお母さんや彼女も、レ

＜関西シクロクロスの楽しみは毎週仲間と会えること！＞ースに参加してみませんか！

☆レースに出場する（その１ 申し込み：エントリー）

か、パソコン上で申し込みコンビニで入金可能なスポーツエントリーを利用して、このパンフレットの郵便振替（推奨）

最後に説明のある必要事項を書いて、各大会の１週間前までに申し込みます。また大変お得な８戦一括エントリー（讃岐ステ

ージを除く）も是非活用してください。受付確認証は発行していませんので、参加申し込み後は、当日会場受付へおこしいた

だければＯＫです。 なお、雪や雨でもレースは開催します （過去１２年間で荒天により中止にしたことはありません！）。

☆レースに出場する（その２ 服装と自転車）

シクロクロスは冬のオフロードレースです。天候によっては泥や雪が沢山ありますので長靴持参がお勧めです。

服装ですが、レース中は季節に関係なく熱く汗もかきますので、春や秋のレースとあまり変わらない服装でＯＫです。長

また、転倒時に大切袖シャツ（防寒タイプはウォーミングアップ用でレース中は不要 、半パンがノーマルなスタイルです。）

な手（指や手のひら）を守るため、手袋は必ずつけてください。軍手や一般的な防寒用の手袋でもＯＫです。

上級者は自転車競技規則に従ってシクロクロス専用の機材を使用しますが、初級者の方は手近にあるマウ自転車ですが、

ンテンバイクでもいいでしょう。慣れてくるとシクロクロス用の自転車が欲しくなりますが・・・。

シクロクロスはオフロードと言っても比較的スムーズな路面が主で、コースレイアウトは一気に駆け上がる登りやコーナ

ーごとのダッシュ、それに加えて障害物での降車、乗車や自転車を持ち上げたり押したりというスピーディーな動きの競技

ですし、トラブルはピットでドンドン機材交換で対応できるので、自転車に過度な耐久性や耐パンク性を求めるよりも、取

り回しの軽い機材が好まれます （自転車やパーツ構成の選び方は別の機会に書きたいと思います ）。 。

☆レースに出場する（その３ 会場に着いたら）
会場までの道案内看板やパンフレットの概略図もありますが、早朝、道に迷わないよう地図やナビで事前に会場をチェッ

クしてください。ほとんどの会場は公共の公園のため比較的探しやすいと思います。



理想はスタート２時間前に会場入りして、まずは を探しておこし下さい。そこてプログラムを受取、受付の赤色のテント

自分の参加カテゴリーとゼッケンを確認して、ゼッケンを受け取ってください。ゼッケンは日によって異なりますが、通常

は背中左側に安全ピンでしっかりと取り付けます。

また、その日の注意事項やコース概略図を受付赤テント近くのコミュニケボード（掲示板）に張っていますので、こちら

も忘れずチェックしてください。スタートやゴール、機材交換のできる「ピット」と呼ばれる場所の確認は必ずです。

☆レースに出場する（その４ スタート前、そしていざ！レースへ）
着替え、自転車の点検（会場にはメカニックサービスもあります）を済ませたらコースの試走を必ず行います。テクニカ

ルなセクションは何度も繰り返し走ってみると良いでしょう。これは上級カテゴリー選手でも同じように行います。

さあ、時間が来ました、プログラムに記載のあなたのスタート時間１０分前までスタートライン近くにおこし下さい。ス

ターターの指示でラインに並びます。シクロクロスはスタート直後から前を走るのが有利なため、レースは始めから熾烈な

ポジション争いがくり広げられますのでご注意下さい。 ピストルの号砲でスタートです、後は思う存分お楽しみ下さい。

☆レースに出場する（番外編 ゴールしたら）
関西シクロクロスでは周回遅れになっても規定時間を最後まで走ることができます。

ゴールしたらまずは一息ついて、 日によっゼッケンを受付赤テントまで必ず返却してください。（次回以降も使います）

てはスポンサーさんからの参加賞がありますので受け取って、時間の許す限り後のレースも観戦して帰ってください。

また、面白い！と思ったら次回以降のレースの申し込みを受け付ける「ポスト」も用意しております。

★シリーズのご説明 カテゴリーについて（カテゴリーの昇格、降格についての説明）
カテゴリー制は、選手がそれぞれの実力に応じて楽しく、安全に１００％力を発揮して走るために設けられるものです。

毎レースそのレースの完走者数に応じて上位カテゴリーに昇格し、シーズン終了後シーズン中の実績により降格又は残留しま

す。 カテゴリーはＪＣＦレギュレーションにより定められ、全国共通で運営されています。今期は昨年と変更は有りません。

ＣＬカテゴリーについては自己申告によりカテゴリーを選択いただけますが、全日本選手権やＣＵＩ登録レースを目指す

なおＣ１、ＣＬ１についてはＪＣＦ登録が必要、Ｃ２、ＣＬ２も強く推奨します。方はＣＬ１で参加してください。

☆昇格基準 ☆残留基準 Ｃ１・Ｃ２共通
完走者数 トップから９５％以内のスピードで１回以上完走C3 C2 C2 C1→ →

１０名未満 昇格しない 〃 ９０％ 〃 ２回以上完走

１０～１９名 上位 １名 １名 新しくそのシーズンに昇格した者は降格の対象とはしない。

２０～２９名 上位 ２名 ２名

※完走者数にかかわらず最大昇格者は２名です。３０名以上 上位 ２名 ２名

★年齢別カテゴリー
シクロクロスの場合当該シーズン中の１月１日が基準日となります。今期は 年１月１日を基準に計算してください。2008

◇年齢別カテゴリー
☆ニューウエリンゲル１９９２年以降の生まれ（１６歳以下）

（ ）☆ジュニア １９９１年・１９９０年生まれ １７・１８歳
（ ）☆エスポワール １９８９年～１９８６年生まれ １９～２２歳
（ ）☆エリート １９８５年～１９６９年生まれ ２３～３９歳

☆マスター １９６８年までの生まれ（４０歳以上）
また、過度の負担とならないよう下記基準を適用します。
★ジュニア Ｃ２まで Ｃ１へは原則昇格しない

１５～１６歳 Ｃ３までＣ２への昇格は行わない
１３～１４歳 ＣＹ １５分
１２歳以下 ＣＫ １０分特設コース

※１２歳以下についても、経験等によりＣＹでスタートすること

も可とします。

★シリーズポイントや様々な企画
９レースの総合ポイント表彰を、最終戦で行います。毎回のレース表彰に加え、Ｃ１、ＣＬ１、ＣＭの３カテゴリーは、

毎回のレースリーダーが替わる（かも？）など、最終戦までのお楽しみがあります。



そのほか、関西クロス１００回記念や、おなじみ世界選応援ピンズやＤＶＤ、カウベル、など様々な企画イベントがてん

こ盛り！！

２００７年 第13回全日本選手権は地元関西★

堺市海とのふれあい広場で開催
今期の日本選手権は２００７年１２月９日に堺市海と

のふれあい広場で開催します。 参加資格はＪＣＦ登録

者で男子はカテゴリー１、女子はカテゴリーＬ１である

ことです。

カテゴリーについては’０６～’０７シーズン終了時

点ですが、関西（９／３０プレクロス：予定 、長野でも）

前期怪我などで降格した選手の救済レースを計画してい

ます。詳しくは決定次第ＡＪＯＣＣホームページ等でお

なお、全日本選手権のエントリーは各都知らせします。

道府県車連を通じて行いますのでご注意ください。

今回は関西クロス第４戦を兼ね、マスター、ジュニア

の選手権も独自開催し、１日中シクロクロスで大いに盛り上がります！

☆世界を目指すには

２００８年１月２６日・２７日にイタリアのトレビゾで開催されます （北イタリアベネチアの近くです ）。 。

選考会（セレクションシリーズ）は１０／１４長沼（札幌）１０／２８黒部（富山 、１１／１８霧ヶ峰（長野 、１１／２） ）

５マイアミ（関西）及び全日本選手権の５戦で実施。

シクロクロスにおいても全日本強化指定制度が導入され、この指定選手の中から上記セレクションシリーズの成績を参考に

代表選手が選考されます。

詳しくはAJOCC（アジョック）ホームページや、ＪＣＦ広報誌シクリスムエコーなどに掲載される、シクロクロス小委員会

のセレクションシリーズ開催要項を参照ください。

★関西シクロクロス エントリー方法はこちら
参加資格 特別な参加資格はありません。カテゴリーに応じて誰でも参加できます。( )1

但し、Ｃ１、ＣＬ１については（財）日本自転車競技連盟の競技登録者であること。Ｃ２、ＣＬ２強く推奨

( )参加費 １大会 ２，２００円 ８戦一括の場合は １３，０００円2

ＣＬ３及びジュニア以下は１大会５００円 ８戦一括の場合は ３，５００円

( )記入事項 郵便振替の通信欄に、参加大会又は、８戦一括、お名前（フリガナ 、チーム名、生年月日、カ3 ）

テ ゴリー、連絡先（住所、電話等 、Ｃ１及びＣＬ１はＪＣＦ登録番号を記入して下さい。）

締め切りは大会１週間前（厳守）

００９５０－３－８６７９３ 関西シクロクロス実行委員会＜郵便振替口座＞

忙しくて郵便局へ行けないあなたは、スポーツエントリーをご利用ください。

手数料が必要ですが、クレジットカードやお近くのコンビニで支払いができます。

http://www.sportsentry.ne.jp/詳しくは
※第２戦讃岐ステージは地元実行委員会へのエントリーとなるため、申込先、参加費が異なります。一括

も対象外です。 詳しくは で発表されます香川県車連 http://homepage2.nifty.com/Bicycle/
お問い合わせ先： 関西シクロクロス実行委員会事務局

〒６１６－８１４１ 京都市右京区太秦棚森町１０－８９ 矢野淳方
k-cyclo@kyoto.zaq.ne.jpＦＡＸ ０７５－８６５－８４０８ e-mail

携 帯 ０９０－４０３３－１６９９ でも可yano@kyoto-cf.com
京都府自転車競技連盟のホームページ大会に関する最新情報やレースのリザルトについては

http://www.kyoto-cf.com/
http://www.voiceblog.jp/kansai_cyclocross/ご存じ楽しい楽しい関西シクロクロスブログ！

「ＡＪＯＣＣ」日本シクロクロス競技主催者協会のホームページシクロクロス小委員会などの情報は

http://homepage3.nifty.com/cyclocross/index.html
ttp://www.ina.janis.or.jp/~yano/cyclox/シクロクロス公式カレンダー＆リザルト、カテゴリーは h

＜関西クロスを支える協力チーム＞



チーム☆ルパン、サイクルロード８、ＦＵＫＡＤＡまじりんぐ、シマノドリンキング、グレートアンカー
マン、CA GOOD WHEEL、チーム泥んこプロレス、トーヨーＲ、ナカガワレーシング、WP KYOTO


