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目指せシクロクロス界の安くておいしいファミレス！

＜‘０６～’０７シーズン 関西シクロクロスシリーズカレンダー＞

第１戦 １１月１２日（日） 「びわこマイアミランド」 滋賀県野洲市

第２戦 １１月２６日（日） 「野洲川運動公園」 滋賀県栗東市

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 G2
第３戦 １２月１０日（日） 「府民の森ひよし」 京都府日吉町

第４戦 １２月１７日（日） 「三段池公園」 京都府福知山市

第５戦 １２月２４日（日） 「北神戸田園スポーツ公園」 兵庫県神戸市

第６戦 １月 ７日（日） 「希望ヶ丘文化公園」 滋賀県野洲市

第７戦 １月１４日（日） 「堺市海とのふれあい広場」 大阪府堺市

関西クロス選手権第８戦 １月２１日（日） 「桂川緑地公園下鳥羽地区」 京都府京都市 兼

ちょっと変わった自転車競技がなぜかここ関西で一種異様な熱気に包まれて大ブレイク中。

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。

まあ細かいことは考えず、スタートしたらとにかく全力で走ってください。

でもただただ走るだけではありません。

コースは色々人工的なしかけ（笑）があって、意図的に面白くなるように作られています。

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、ナナメの土手を上がったり下がっ

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前に進む競技です。

手も足もノウミソも使える全てを動員して全力疾走す、ロールプレイングゲームとでも言いましょうか。

コースも長くて３キロ程度で、観客とのキョリも近く、選手の息づかいやスピード感、コースの攻め方な

ど見る側にとっても見所満載です。

「うーん想像がつかない」と言われる方、とにかく一度レース会場に足をお運び下さい。

「知る人ぞ知るマイナーでマニアのスポーツ」のイメージはもはやありません。

「来年からやろう」といつも言ってる君、来週から参加しましょう。

それではレース会場でお待ちしています。



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＋ＣＬ２ ３０分 １０：００～ １０：４０

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

１（カテゴリー ）上級者女性４ Ｃ１＋ＣＬ１ ６０分 分 １１：４０～ １２：５０(40 ) 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 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・Ｃ 1 ＋Ｌ１は１分の時差ｽﾀｰﾄ 40
ＣＹ（ｶﾃｺﾞﾘｰﾕｰｽ） 概ね中学生希望ヶ丘については各カテゴリー開始時間が３０分繰り下げ

ＣＫ（ｶﾃｺﾞﾘｰｷｯｽﾞ） 概ね小学生（ＣＹ＋ＣＬ３は１０時スタート）になります。

※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、初めて参加されたかたにも十二分に楽しんでいただけるスポーツです。

自転車も初めて参加されるクラス（カテゴリーと言います）について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。

特に今シーズンから女性のカテゴリーに、１５分のお試しレース、カテゴリＬ３を設けました。カテゴリーＹ（ユース）

といっしょにスタートします。ショートカットコース、シケイン無しです。いつもは応援の彼女も、レースに参加してみませ

んか！

☆参加に特別な資格は無い

このパンフレットにある申し込み要領に従って、郵便振替や郵便小為替（郵便局が発行する金券を封筒に入れ郵送）を利

用してお申し込みください。

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。

スタート時間直前まで受付は行いますが、会場へ余裕を持っておこしください。できればレース開始２～１時間前までに来

て事前にコースを試走しておいてください。

☆レースに出場するための準備は？

走り出せばすぐに暑くなるので、レース中の厚着や防寒着は不要です。レース後は汗が冷えるので着替は用意しておいて

ください。また、転倒時に大切な手（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。秋から冬の寒い時期の開催になります。事前に当日の天気をチェックし、場合によっては雨具や長靴（会場に

泥や積雪がある場合も）を用意しましょう。シクロクロスは雨や雪でもあります。過去には膝下までの積雪を除雪して開催に

こぎつけたこともあります！

☆シクロクロスに使用する機材は？

シクロクロスはオフロードを走ります。上級者はシクロクロス専用の機材を使用しますが、まずは手近にあるマウンテン

バイクがいいでしょう。シクロクロスの専用機材というのは、大雑把に言えばドロップバーのロードレーサーのカタチをし

。た自転車に、オフロードでの最低限の走破性を備えた２８～３５ｍｍ幅程度のタイヤを装着したものということになります

空気圧はコースの状況などにより２～４気圧前後とロードレーサーとはちょいと違ったフィーリングで走ります。

なぜシクロクロス車がそういうカタチをしているかというと ．マウンテンバイクレースの場合、長い登りを走破するた．．．

めにワイドなギヤ比が必要だったり、凸凹の激しい路面を走る為の頑丈なフレームやサスペンション、パンクしにくい太い

タイヤに、乗車コントロールしやすいフラットバーという乗車率１００％を想定した機材になりますが、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 ）。 。



☆スタートしたら・・・

多いときには５０～６０人が一斉にスタートします。

トップクラスのレースでは「ロケットスタート」と言われるほどスタート直後の位置取り（できるだけ前に行く）が重視さ

れますが、ビギナーの方にはまず回りの選手と接触しないよう注意してフェアに走りましょう。

「コーナー深いよ！ 「右から抜くよ」レース中はみんな声をかけ合って走っています。レース中こそ遠慮せず大きな声で」

他の選手とコミュニケーションをとりましょう。

「このコースをいったい何周するの？」の疑問に審判が答えてくれるにはスタートしてしばらく時間がかかります。ルール

では最初の２周回のラップタイムから、レース時間に近い周回数を割り出し、残り周回数を表示します。

この周回数はあくまで先頭を走る選手が基準になるので、途中でトップを走る選手に抜かれてしまうとマイナス１周になっ

てしまいます。が、ご安心下さい、何回抜かれてもタイムアウトはありません。楽しくとも苦しくとも、最後まで走ることが

できます。初めて走る３０分は意外と長く感じることでしょう。

☆もっとシクロクロスについて知りたい方へ

まずはレースを走ってみること。次に仲間を作ること。このパンフレットの最後に書いてある各地の協力チームに入って

一緒にトレーニングやレースへ参加すれば楽しさは何倍にも脹らむこと間違いなし！

協力チームについては、主催者までお気軽にお問い合わせください、あなたにあったチームのご紹介いたします。

★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。

なお、昨シーズンまであった関西クロスではローカルルール「Ｃ４」は廃止し、昇格基準を絞り込むことでＣ３に戻しま

した。女子については、名称変更になり、従来のＣＬ２が→ＣＬ１に、ＣＬ３が→ＣＬ２となります。また超初級者向けのお

試しレースとしてＣＹと同時スタートし、１５分、シケイン無し（場合によってはショートコース）の、関西ローカルＣＬ３

を新たに設置します。

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方

はＣＬ１で参加してください。なおＣＬ１については原則ＪＣＦ登録が必要ですのでご注意ください。

☆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

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。2007
◇年齢別カテゴリー

☆ニューウエリンゲル１９９１年以降の生まれ（１６歳以下）

（ ）☆ジュニア １９９０年・１９８９年生まれ １７・１８歳

（ ）☆エスポワール １９８８年～１９８５年生まれ １９～２２歳

（ ）☆エリート １９８４年～１９６８年生まれ ２３～３９歳

☆マスター １９６７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。

★シリーズポイントについて

毎回のレース表彰に加え、カテゴリー１、カテゴリーＣＬ１、カテゴリーＭの３カテゴリーは、８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。



２００６年全日本選手権は北海道苫小牧市で開催★

今期の日本選手権は２００６年１２月３日 北海

道苫小牧市運動公園で開催されます。 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 （女性は過去２シーズン共通カ。

テゴリー制のレースで完走実績のある選手が該当し

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。

☆世界を目指すには

２００７年１月２９日・３０日にベルギーの

Hooglede-Gitsで開催されます。

選考会（セレクションシリーズ）は１０／１５長

沼（札幌）１０／２９黒部（富山 、１１／１９霧ヶ）

峰（長野 、１１／２６野洲川（関西）及び全日本選）

手権の５戦で実施。

今期から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。

指定選手には国際大会の実績、ｕｃｉポイント、レースでの実績による小委員会推薦選手により選ばれます。

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。

★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。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。

( )参加費 １大会 ２，２００円 ８戦一括の場合は １２，０００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3
カテゴリー、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。）

＜記載された個人情報については大会の受付、京都車連及び関西クロスの以降の大会ご案内以外には使用しません。＞

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＞

( )ｴﾝﾄﾘｰ 当日のエントリーはありません。参加受付確認証等は発行していません。4
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
主 催：関西シクロクロス実行委員会

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

トーヨーレーシング ナカガワレーシング ＷＰ ＫＹＯＴＯ まだまだ募集中！

＜よし、シクロクロスをやってみよう！ と思ったら＞

関西シクロクロス実行委員会

〒６１６－８１４１ 京都市右京区太秦棚森町１０－８９ 矢野淳方

yano@kyoto-cf.comＴＥＬ／ＦＡＸ ０７５－８６５－８４０８ e-mail
携 帯 ０９０－４０３３－１６９９

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 は公式カレンダー＆リザルト、カテゴリー h




