
season２０0９～２０１０

Kansai Cyclo- Cross
目指せ シクロクロス界の、安くて美味しい ファミレス！

関西シクロクロスシリーズ全 10 戦+α日程

○第１戦 １１月１日（日）
府民の森ひよし 京都府南丹市

☆耐久戦 １１月３日（祝）耐久レース
府民の森ひよし 京都府南丹市

○第２戦 １１月８日（日）
マキノ高原 滋賀県高島市

○第３戦 １１月２２日（日）
国際自転車競技連盟カレンダー登録レース

（ ）世界選手権代表選考レースUCI-C2

びわこマイアミランド 滋賀県野洲市

さぬきクロス☆四国 １１月２９日（日）
鉢伏ふれあい公園 香川県善通寺市

○第４戦 １２月６日（日）
由良川河川敷音無瀬橋 京都府福知山市

○第５戦 １２月２０日（日）
丹波自然運動公園 京都府京丹波町

○第６戦 １２月２７日（日）
北神戸田園スポーツ公園 兵庫県神戸市

○第７戦 １月１０日（日）
希望ヶ丘文化公園 滋賀県野洲市

○第８戦 １月１７日（日）
野洲川運動公園 滋賀県栗東市

○第９戦 １月２４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 戦２月７日（日）10
堺みなとグリーン広場 大阪府堺市

☆は１０戦一括に含みません。

カテゴリー（参加クラス）大 会 標 準 日 程
Ｃ１（カテゴリー１） 上級者男性受 付 開 始 ８：００～

Ｃ２（カテゴリー２） 中級者男性試走 ８：２０～９：００

Ｃ３（カテゴリー３） 初級者男性１ ＣＭ２＋ＣＬ２ ３０分 ９：１０～ ９：５０

※Ａ・Ｂに実力差はなく主催者で振分ます。２ Ｃ２＋ＣＭ１＋ＣＬ１４０分 １０：００～１０：５０

１（カテゴリー ）上級者女性３ ＣＹ＋ＣＬ３ ２０・１５分 １１：００～１１：３０ CL L1

２（カテゴリー ）初級者女性４ ＣＫ２ １０分 １１：４０～１１：５５ CL L2

３（カテゴリー ）お試しｸﾗｽ５ ＣＫ１ ８分 １２：００～１２：１０ CL L3

ＣＭ１（ｶﾃｺﾞﾘｰﾏｽﾀｰ） 歳以上上級６ Ｃ１ ６０分 １２：２０～１３：３０ 40

ＣＭ２（ｶﾃｺﾞﾘｰﾏｽﾀｰ） 歳以上初級７ Ｃ３Ａ ３０分 １３：４０～１４：２０ 40

ＣＹ（ｶﾃｺﾞﾘｰﾕｰｽ） 概ね中学生８ Ｃ３Ｂ ３０分 １４：３０～１５：１０

ＣＫ 1（ｶﾃｺﾞﾘｰｷｯｽﾞ 1）小学 1・2 年Ｃ３又はＣ２のエントリー数が多い場合は、ＣＭ２と同時

ＣＫ２（ｶﾃｺﾞﾘｰｷｯｽﾞ２）小学 3 ～ 6 年スタートすることがあります。 Ｃ２とＣＭ１は１分時差

※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。



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☆シクロクロスは
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。

小学生からシニアまで世代を超えて楽しめる競技として、秋から冬にかけてほぼ毎週開☆関西シクロクロスは

催され、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。ロードレ

ースでは近寄りがたいトップクラスの選手とも、気安く話ができたりるすのも関西クロスならではです。

それでは今シーズンもレース会場で、あなたをお待ちしています。

☆シリーズの説明 カテゴリーについて（カテゴリーの昇格、降格について）
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。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Ｃ１、

ＣＬ１についてはＪＣＦ競技者登録が必要、Ｃ２、ＣＬ２も強く推奨

☆昇格基準 ☆残留基準 Ｃ１・Ｃ２・ＣＭ１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 M2 M1→ → →

１０名未満 昇格しない 〃 ９０％ 〃 ２回以上完走

１０～１９名 上位 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。上位１名

上位１名２０～２９名 上位 ２名

上位１名３０名以上 上位 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日を基準日とし、今期は 年１月１日に１歳年をとると考えてください。2010

◇カテゴリーの年齢基準

☆ユース １９９４年以降の生まれ （１６歳以下） ジュニア以下の年齢について※
☆ジュニア １９９３年・１９９２年生まれ（17・18 歳） ジュニアＣ２まで Ｃ１へは原則昇格しない

☆U23 １９９１年～１９８８年生まれ（19 ～ 22 歳） １５～１６歳 Ｃ３までＣ２への昇格は行わない

２０分☆エリート １９８７年～１９７１年生まれ（23 ～ 39 歳） １３～１４歳 ＣＹ

☆マスター １９７０年までの生まれ （４０歳以上） 小学３～６年生 ＣＫ２ １０分

また、過度の負担とならないよう下記基準を適用します。 小学１・２年生 ＣＫ１ ８分

☆レース前日の午後にスクールを行います
レース前日の午後にシクロクロス初級者を対象とした、元プロレーサー三船雅彦さんによるスク昨シーズン好評につき今期も

ールを開催します。参加費は５００円 事前申し込みは不要、参加希望の方はレース前日の午後２時に現地集合。

実施会場は第１戦日吉、第２戦マキノ、第４戦由良川、第８戦野洲川、第９戦桂川の５会場の各レース前日です。

☆ 2009 年 第 15 回全日本選手権は石川県金沢市キゴ山
今期の日本選手権は２００９年１２月１３日に石川県金沢市の郊外キゴ山という起伏のある旧牧草地で開催されます。 参加資

格はＪＣＦ登録者で男子はカテゴリーＣ１、女子はカテゴリーＣＬ１であることです。

カテゴリーについては、第２戦マキノ（１１／８）が参加資格を得る最終昇格レースです。詳しくはＡＪＯＣＣホームページ

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。等でお知らせします。

☆世界を目指すには
２０１０年１月３０日・３１日にチェコ共和国ターボルで開催されます。

選考会（セレクションシリーズ）は１０／２５黒部（北陸 、１１／１５霧ヶ峰（長野 、１１／２２マイアミ（関西 、） ） ）

１２／６富士山（長野）及び全日本選手権の４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

手のを中心に、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。

なお、今期からセレクションポイントがセレクションレースと全日本選手権とが同じ配点になりましたのでご注意ください。

また、女性のジュニア、Ｕ２３で上位選手と見劣りのしない成績を残したものについて世界選代表に推薦されることになりま

。した。詳しくはAJOCC（アジョック）ホームページ、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



☆関西シクロクロス参加の皆様へ「これだけは知っておいてください！」
＜みんなで支える大会です＞

・関西クロスには「主管チーム」というものがあります。これは会場毎に地元チームの選手が大会の運営スタッフとなり、前日

コース設営や当日のコースマーシャル、時には駐車場整理などの大会運営を選手自身で支えるやり方です。また審判も関西周辺

の連盟から協力をいただくなど、みんなで運営を支えています。スタッフも同じレースを楽しむ仲間です。運営には快く協力を

お願いします。

＜大会のインフォメーション＞

・ほぼ毎週レースが開催されるため、ロードレースのように事前に参加確認はがきを発送するいとまがありません。

エントリーをしたら、後は当日会場へおこしください。なお参加者への事前の情報は京都車連ＨＰや関西シクロクロスブログ

に掲載しますので確認するようにしてください。

＜関西シクロクロスは競技大会です、

ルールも覚えてください＞

・シクロクロスは「力いっぱいペダルを踏んで

一番でゴールに入ればいい」という単純なもの

。 、ではありません ローカルルールはあるものの

スタートの方法、ピットの利用などルールにつ

いては、日本自転車競技連盟（ＪＣＦ）のルー

ルブックのシクロクロスの項（たった４ページ

） 。です は最低限お読みいただければと思います

大会受付にもコピーを用意します。

また、ＪＣＦ競技者登録についてもＣ２、Ｃ

Ｌ１以上の方には是非取得されるよう強く推奨

します。

＜スタート前の場所取りについて＞

・スタートが重要なシクロクロスでは、毎回早くから招集位置に自転車を並べ場所取りが行われてきましたが、ウォーミングア

ップなどスタート前の重要な時間を大切してもらうため、シード以外の選手は概ね２０人ずつで前回の成績により並んでいただ

くことにしました。自主申告制で運用しますので、新規参加者や「今日は得意なコースなので昇格を狙いたい」と宣言する人も

自分の実力に応じてスタートしてください。また、招集地点のオープンを各レース１０分前からとしました。

＜参加頂くためのマナー＞

・関西クロスの参加者はマナーが良いとしばしば聞きますし、そのとおりだと思いますが、念のためマナーについてお願いしま

す。会場で問題になるのが洗車について、今期は洗車場所をコース図上等に指定できるようにしたいと思います。流れた水で周

辺が泥だれけになったり排水口を詰まらせたり、またトイレや洗面所で靴やウエアを洗うことの無いようお願いします。

・レース中は興奮状態でついつい周囲の選手に大声をあげることもあります。危険回避などやむを得ないこともありますが、基

本は選手同士お互いが安全に楽しく走るためです。ちなみにトップクラスの選手は遅れた選手をどんどんラップして行きますが

「どけ！」などと怒鳴っている光景はほとんど見ることがありません。

☆関西クロス初参加の方へ

服装はロードレースレースと基本は同じです。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（服装）

転倒時に指や手のとあまり変わらない服装でＯＫです。寒い日には、タイツや長袖シャツなど審判の判断により可となります。

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。ヘルメットは試走時も必須です。

カテゴリーＣ１、ＣＬ１は競技規則に従いクロス車で、Ｃ２やＣＬ２もクロス車を強く推奨しますが、初級者の方（自転車）

は手近にあるマウンテンバイクでもＯＫです。実際クロス車の方がレースには有利なので、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、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 ）。 。



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（会場に着いたら）

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。

各会場とも開門時間は７時３０分です。会場に到着したらまずは を探しておこし下さい。そこでスタート受付の赤色のテント

リストを受取、自分の参加カテゴリーとゼッケンを確認のうえ、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。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。

。（レース前）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（試走時間は前日 ～ 、当日朝 ～ ）14:00 16:00 8:20 9:00

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。

プログラムに記載のあなたのスタート時間１０分前になればスタートライン近くの召集位置におこし下さい。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。

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 （競技規則ではラッ（ゴールしたら） 。

ゼッケンを受付赤テントまで必ず返却してくだプされると競技を中止しなければなりません）ゴールしたらまずは一息ついて、

日によっ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さい （次回以降も使います）。

スを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。

★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

１０戦一括の場合は １６，０００円( )参加費 １大会 ２，２００円2

１０戦一括の場合は ４，０００円ＣＬ３及びジュニア以下は１大会５００円

( )記入事項 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、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。）

なお、雪や雨でもレースは開催します （過締め切りは大会１週間前（厳守） 当日参加できません。 。

去１４年間で荒天により 中止にしたことは１度もありません！）

００９５０－３－８６７９３ 関西シクロクロス実行委員会＜郵便振替口座：推奨＞

＜スポーツエントリー＞ 手数料が必要 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/１０戦一括は郵便振替のみです。詳しくは
※１１月３日開催の耐久レース及び１１月２９日の四国さぬきクロスは別に要項によるエントリーとなるため、

香川県車連のホームページ申込先、参加費が異なります。一括も対象外です。詳しくは京都車連及び

で発表されます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

http://www.kyoto-cf.com/京都府自転車競技連盟のホームページ

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：主管チームの仲間が増えています！＞

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・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・ タケウチ・クラブシルベスト・モリコウエイブZIPPY


