２０１３～２０１４season

Kansai Cyclo- Cross
目指せ

シクロクロス界の、安くて美味しい

＜２０１３～２０１４シーズン

ファミレス！

関西シクロクロスシリーズ

１０戦＋プロローグ＞

ﾌﾟﾛﾛｰｸﾞ
９月２９日（日） 南山城村大河原河川敷 ＋耐久レース （昇格降格対象外）
第１戦
１０月２７日（日） マキノ高原 滋賀県高島市
第２戦
１１月１０日（日） 東近江ふれあい運動公園 滋賀県東近江市
第３戦
１１月２４日（日） ビワコマイアミランド 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（UCI-C2）世界選手権代表セレクションレース
第４戦
１２月 １日（日） 由良川河川敷音無瀬橋下流 京都府福知山市
全日本選手権１２月８日（日） 東近江ふれあい運動公園
（シリーズ対象外）
第５戦
１２月１ 5 日（日） 府民の森ひよし 京都府南丹市
第６戦
１２月２２日（日） くろんど池 奈良県生駒市
第７戦
１月 ５日（日） 烏丸半島
滋賀県草津市
第８戦
１月１２日（日） 希望が丘文化公園 滋賀県野洲市
第９戦
１月１９日（日） 堺みなとグリーン広場 大阪府堺市
第 10 戦
２月 ２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
大 会 標 準 日 程
カテゴリー（参加クラス）
Ｃ１
上級者男性
受 付 開 始
８：００～
Ｃ２
中級者男性
朝の試走
８：２０～ ８：５５
Ｃ３
初級者男性
１ Ｃ３Ａ＋ＣＭ２
３０分
９：００～ ９：４０
Ｃ４
初心者男性Ⅱ
２ Ｃ３Ｂ＋ＣＭ３
３０分
９：４５～１０：２５
ＣＬ１ 上級者女性
３ Ｃ４＋ＣＬ２＋Ｕ１７ ３０分 １０：３０～１１：１０
ＣＬ２ 初級者女性
４ Ｕ１５＋ＣＬ３
１５分 １１：１５～１１：４０
ＣＬ３ 超初級女性(ﾐﾄﾞﾙｺｰｽ)
５ ＣＫ２
１０分 １１：４５～１２：００
ＣＭ１ 40 歳以上上級
６ ＣＫ１
８分 １２：０５～１２：１５
ＣＭ２ 40 歳以上中級
昼の試走
１２：１５～１２：３０
ＣＭ３ 40 歳以上初級
７ Ｃ１＋ＣＪ
６０分 １２：３５～１３：４５
ＣＪ
ジュニア
８ ＣＭ１＋ＣＬ１
４０分 １３：５０～１４：４０
U１７ 1998 ～ 1999 年生まれ
９ Ｃ２
４０分 １４：４５～１５：３０
U１５ 小学５～ 2000 年(ﾐﾄﾞﾙｺｰｽ)
ＣＫ 1 小学 1・2 年(ｼｮｰﾄｺｰｽ)
※ 11 月 24 日第３戦マイアミランドに限り「３」と「８」のレースを入
ＣＫ２ 小学 3・４年(ｼｮｰﾄｺｰｽ)
れ替えＬ１、Ｍ１を午前に、Ｃ４，Ｌ２、Ｕ１７を午後に実施します。

※あくまで標準日程です、変更の場合は当日のコミュニケに掲載します。

☆キーワード「目指せ シクロクロス界の 安くて 美味しい ファミレス!」について
「安くて」⇒
シーズンを通じてたくさんのレースに参加できるよう参加料を低く抑えています。特に１０戦一括申
し込みは、３０％を超える割引率でお勧めです。

「美味しい」⇒

安いだけなく、シクロクロスの楽しさを知り尽くしたコースディレクターが作るコースにベテランの
審判団、交通の便や会場施設など内容も充実しています。

「ファミレス」⇒ キッズからシニア、プロのトップライダーまでアットホームな雰囲気の中、年齢や実力に応じたカテ
ゴリーで参加できます。また関西シクロクロスは、初めて参加した人でも十二分に楽しめます。

☆参加者の皆様へ。
（１）試走について
会場ごとにコースに特徴のあるシクロクロスでは試走は必須です。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。試走時間帯は次のとおりです。
① 前日は設営完了後の 14:00 ～ 16:30
② 当日試走時間は朝 8:20 ～ 8:55 と

昼 12:15 ～ 12:30 コースの安全が確認でき次第試走可能の案内をします。

③ 各レース終了時（最終走者ゴール後）から次のレーススタート５分前まで。これ以外は試走禁止とします。
また、前日及び当日朝は基本的にコースマーシャル（コースの安全監視員）は配置していませんので各自の責任においてマ
ナーを守って走行ください。

（２）朝の開門時間と受付
各会場共通で朝の開門は原則７：３０です。会場によってはご厚意で早めの開門もありますが、開門待ちの路上駐車は交通
の妨げになりますので時間にあわせておこしください。
受付は赤色のテントで８：００を原則とし、準備ができ次第オープンします。
スタートリストで自分の参加カテゴリーとゼッケン）番号を確認してゼッケンを受け取ってください。ゼッケンは通常背中
左側に安全ピンでしっかりと取り付けます。レース後はゼッケンを受付赤テントまで必ず返却してください。
また、その日の注意事項やコース概略図をコミュニケボード（掲示板）に掲示していますので、こちらも忘れずチェックし
てください。

（３）コース図・スタートリスト
コース図は概ね１週間前までに、スタートリストは２日前の金曜日までに、公式サイト http://kyoto-cf.com/ 及びシクロ
クロスブログ http://d.hatena.ne.jp/kansai_cyclocross/ に掲載します。
必用なインフォメーションも併せて掲載しますのでチェックしましょう。

（４）招集、スタート
Ｃ１は全国ランキング順に全選手がスタートグリッドに並びます。ＣＭ１はシリーズポイント、Ｃ２は前戦の成績により前
列８名をシードします。
スタートエリアへはスタート１０分前までは入れません。招集やスタートラインでの場所取りはできません。場所取りをす
る時間でウォーミングアップや試走をしてください。
シードの無いカテゴリーは前回のリザルトで概ね２０位ごとに自分の実力を考え自主的にお並びください。
ピストルの号砲でスタートです、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。

（５）カテゴリーについて、ジュニア以下のカテゴリーを見直します。

重要！

若年者には将来を見据え過度な負荷が無いようにレース時間、コースの難易度を設定します。楽しく、やる気を持って毎
回参戦できるように工夫しますので、保護者やチーム関係者のご理解をお願いします。
ジュニア以下のカテゴリーは次のとおりとなります。スタート時間は「大会標準日程」をご覧ください。

☆ＣＪ（ｶﾃｺﾞﾘｰｼﾞｭﾆｱ）

対象年齢は 1996 ～ 1997 年生まれ

（Ｃ１と同時スタート４０分終了）

☆ U17（17 歳未満）

対象年齢は 1998 ～ 1999 年生まれ

（Ｃ４、ＣＬ２と時差スタート）

☆ U15（15 歳未満）

対象年齢は小学５年生～ 2000 年生まれ （ミドルコース：ＣＬ３と時差スタート）

☆ＣＫ２（ｶﾃｺﾞﾘｰｷｯｽﾞ２） 対象年齢は小学３・４年生
（ショートコース）
☆ＣＫ１（ｶﾃｺﾞﾘｰｷｯｽﾞ１） 対象年齢は小学１・２年生
（ショートコース）
※年齢に応じての参加になります。カテゴリー間の昇格はありません。
ジュニアの年齢であっても初心者の方はＣ３（３０分）で出走し、経験を積んでからカテゴリーアップしてください。ま
た、U15 はＣ３での参加はできません。
☆女の子 ＣＫ２までは男女の区別はありません。その後はＣＬ３での参加となります。（１５分・ミドルコース）

（６）経験や実力にあったカテゴリーの細分化にご理解ください（Ｃ４、ＣＭ３の新設）
毎年参加者が増え多くの方に楽しんで頂けることを感謝しつつ、参加者増＝初級者の増加→安全への配慮の充実が必要と
考えます。 ついては新カテゴリーとしてＣ３、ＣＭ２を更に細分化しＣ４及びＣＭ３を関西ローカルカテゴリーとして新た
に設けます。
Ｃ４及びＣＭ３は、シクロクロスに初めて参加される方及び昨年のＣ３、ＣＭ２で順位６６％以上の成績が３回以上無かっ
た方が該当します。昇格・残留基準については下記をご覧ください。他地域からの参加はＣ３、ＣＭ２からとします。
なお、シクロクロス初参加でもロードやＭＴＢなどの実績を有する場合はオルガナイザーの判断でＣ３やＣ２からのスター
トを認めることがあります。

（７）カテゴリー 昇格・降格について
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。

☆昇格基準
完走者数

C3 → C2･C2 → C1

M2 → M1

C4 → C3

M3 → M2

１０名未満

昇格しない

１０～１９名

上位

１名

上位１名

２０～２９名

上位

２名

上位１名

☆残留基準 Ｃ１。Ｃ２．Ｃ３。Ｍ１。Ｍ２共通
出走者数を基準にし
１／４（２５％）以内の順位 １回 で残留
２／３（６６％）以内の順位 ３回 で残留
計算上の端数は切り捨て。

＜例＞出走 10 名の場合、上位２名は一発残留、３～６位
は３回以上で残留、７～１０位は降格
＜重要＞Ｃ２→Ｃ１への昇格は昇格時点でＪＣＦ登録者であることを条件とします。未登録の場合は昇格で
きません（その場合繰り上がり昇格は行いません）従ってＣ１を目指す方は事前にＪＣＦ登録をお済
ませください。 またＣＭ１についても登録を強く推奨します。
３０名以上

上位

２名

上位１名

◇カテゴリーの年齢基準
シクロクロスの年齢計算は当該シーズン中（今期は 2014 年の１月１日）が基準日となり、2014 年中にやってくる誕生
日の年齢でシーズンを通じて参戦します。＜例：1997 年 11 月 1 日生まれは開幕戦の 10 月 27 日時点では 16 歳ですが、2014
年 11 月 1 日の誕生日で 17 歳になるため、シーズンを通じて 17 歳（ジュニア）とします。＞

カテゴリー
生まれ年（年齢）
☆ジュニア
1996 年～ 1997 年生まれ （17・18 歳）
☆U23
1998 年～ 1992 年生まれ （19 ～ 22 歳）
☆エリート
1991 年～ 1975 年生まれ （23 ～ 39 歳）
☆マスター
1974 年までの生まれ
（40 歳以上）
※ 40 歳以上の方は、マスター（ＣＭ 3 ～ＣＭ１）か実力別カテゴリー（Ｃ３～Ｃ１）を選択できます
が、シーズン中の変更（例えばＣＭ２→Ｃ３、Ｃ１→ＣＭ１）はできませんので注意してください。

☆今シーズンのお知らせ
◎マイアミのＵＣＩカレンダーレース参加には国際ライセンスが必要です。（Ｃ１、ＣＬ１対象）
１１月２４日ビワコマイアミランドのＣ１及びＣＬ１のレースには国際ライセンス必携とします。ライセンスの無い方は
レースに参加できません。これは１週間前の１１月１６・１７日に開催される野辺山クロスでも同様です。
国際ライセンスは各都道府県連盟を通じて申請します。手続きには時間と費用（１万円）が必要になるため、移行期の特別
措置として１０戦一括のエントリーフィーをＣ１、ＣＬ１の国際ライセンス取得者（取得予定者を含む）は 11,000 円に値引
きとします。申込み時に郵便振替に国際ライセンス取得中と明記して下さい。登録方法は（財）日本自転車競技連盟（ＪＣ
Ｆ）のサイト http://jcf.or.jp/?page_id=252 をご覧下さい。

☆レース前日の午後にスクールを行います
今期も前日に三船雅彦氏による初級者対象のスクールを実施します。 今年から事前申込みとし、人数がキャパシティーを
越える場合は受付終了とする場合があります。
定員、申込みメールアドレスなど詳しくは京都車連サイト、関西シクロクロスブログでお知らせします。

☆ 2013 年第 19 回全日本選手権は１２月８日

東近江ふれあい運動公園で開催

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及びジュニア年齢であることです。
詳しくはＡＪＯＣＣホームページ等でお知らせします。なお、全日本選手権のエントリーは各都道府県車連を通じて行いま
すのでご注意ください。またマスター、年齢別の大会も同時開催しますので是非ご参加ください。

☆世界を目指すには
２０１４年２月１日・２日にオランダ王国

ホーゲルハイデ（Hoogerheide）で開催されます。

全日本強化指定選手を中心にセレクションシリーズの成績を参考に選考されます。セレクションシリーズの日程、選考基準
についてはＡＪＯＣＣ公式サイト等で発表されます。

★関西シクロクロス

エントリー方法が変わります。

Ｃ２、Ｃ３、Ｃ４、ＣＭ２、ＣＭ３のカテゴリーについて参加人数の制限を行います。
・安全で楽しく走れる１レース当たりの出走人数を概ね７０人（コースによる）とします。
（Ｃ３なら１日
２レース実施するので２レース×７０人＝計１４０人が１日の受付上限）
・一次募集締め切り後に集計を行い、残り人数により各レースの二次募集人数を設定しスポーツエントリー
のみで定員に達するまでエントリーを受け付けます。
・二次募集の締め切りは各大会の１週間前までですが、定員に達し次第、受付終了になります。
・上記以外のカテゴリーは参加人数の制限は行いませんが、募集時期、エントリー方法は次の表のとおりと
します。
☆エントリー方法
募 集
募 集 期 間
方
法
内
容
９月２日（月）
１０戦一括エントリー及び
一次募集
～９月３０日（月）
郵便振替
各大会の個別エントリーの
両方を受け付けます。
スポーツ
二次募集
各大会の３週間前～１週間前
エントリー
各大会の個別エントリーのみ

＜郵便振替口座＞
番号：００９５０－３－８６７９３ 加入者名：関西シクロクロス実行委員会
＜スポーツエントリー＞ 手数料が必要 クレジットカードやコンビニで支払いができます。
詳しくはこちらのサイトをご覧ください http://www.sportsentry.ne.jp/
☆エントリーに際しての注意事項
・一次募集郵便振替用紙の記入内容
郵便振替の通信欄に、参加大会又は 10 戦一括、お名前（フリガナ）
、チーム名、生年月日（必ず西暦で）
、
カテゴリー、連絡先（住所、電話等）
、Ｃ１、ＣＬ１はＪＣＦ登録番号を記入して下さい。
・参加費：１大会 2,500 円 10 戦一括 16,000 円、ＣＬ３、CJ以下は１大会 500 円 10 戦一括 4,000 円
・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。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、ＣＭ１、ＣＬ２、ＣＪは強く推奨します。
・参加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１８年間で荒天により中止にしたことは一度もありません！）

※ﾌﾟﾛﾛｰｸﾞ及び四国シリーズ（香川・徳島）は申込先、参加費が異なります。一括も対象外です。
詳しくは香川県車連 http://www.kagawa-cycling-federation.com/ をご覧ください。
＜関西クロスを支える協力チーム：主管チームの仲間が増えています！＞
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・チーム泥んこプロレス・トーヨーレーシング・ナカガワレーシング・WP
KYOTO・グランデパール播磨・ZIPPY タケウチ・クラブシルベスト・モリコウェ
ーブ・シエルヴォ奈良・岩井商会レーシング・masahikomifune.com・ストラーダ
レーシング
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
ＦＡＸ ０７５－８６５－８４０８
e-mail k-cyclo@kyoto.zaq.ne.jp
携 帯 ０９０－４０３３－１６９９ （平日は 17:00 ～ 23:00 にお願いします）
京都府自転車競技連盟のホームページ
http://www.kyoto-cf.com/
関西シクロクロスブログ！
http://d.hatena.ne.jp/kansai_cyclocross/
「ＡＪＯＣＣ」日本シクロクロス競技主催者協会のホームページ
http://homepage3.nifty.com/cyclocross/index.html
シクロクロス公式カレンダー＆リザルト、カテゴリーは http://cyclox.mydns.jp/をご覧下さい。

