
 

２０１７年「3.11メモリアル シクロクロス」 実 施 要 項 
【3.11メモリアルシクロクロスの開催趣旨】 

3.11の日に自転車乗りとして何かできないかと考え、２０１２年に関西シクロクロス参加者有志で「3.11を忘れない関西クロ

スの仲間たち」を立ち上げ、東北支援シクロクロスを、毎年3.11に近い日曜日に開催しています。 

自転車競技者の自己表現として、お金を払ってレースに参加する。そんな行為が、東北支援になる場を提供したいと考え、本

大会を始めました。 

参加費から費用を差し引いた分を寄付いたします。寄付先は、来シーズン被災地でのシクロクロス開催を計画されている 

TOHOKU CX Projectさんです。 

５年１０年と時が経つと、あの大災害も風化するのではないかという恐れがあります。我々は本大会を継続的に開催すること

で、記憶が色あせないようにしたいと考えています。一人でも多くの人がこの大会に参加し、未曾有の大震災を思い起こす日に

できればと思います。 

 

主 催     3.11を忘れない関西クロスの仲間たち（関係者有志） 

後  援 南丹市 南丹市教育委員会 南丹市体育協会（以上予定） 京都美山自転車の聖地プロジェクト 

運営協力 関西シクロクロス実行委員会 

日 時     201７年3月12日（日）雨天決行 

会 場     京都府南丹市美山町 向山地区 大野ダム特設コース  

大会日程     受付 ８：3０～ 

 試走 8：00～8：50 

       種  目         出走予定時間              募集人数 

① ６０分耐久ソロ   ９：００～１０：００ ＜６０分＞ 10０名 

② キッズ１５分耐久  １０：１５～１０：３０ ＜１５分＞ ５０名 

③ スプリント予選  １０：４５～１１：２０   ４５名 

④ １２０分耐久  １１：４０～１３：４０ ＜１２０分＞ 8０チーム 

スタート直後にカンクロー大会を併催します。 

⑤ スプリント決勝  １４：００～１４：３５   ４５名 

⑥ 黙祷   １４：４６ 

⑦ 表彰   １５：００ 

⑧ 東北物産品抽選会  １５：２０ 

内  容 (1) ＡＪＯＣＣ統一カテゴリーによらず参加できます。昇格降格の対象となりません。 

(2) １20分耐久は１名から４名で申し込んでください。男女、親子など組み合わせは自由です。 

(3) ６０分耐久および１２０分耐久は、規定の時間内に最も多い周回数を走り、同一周回数の中ではゴール着順によ

り順位を決定します。年齢、カテゴリーの区別はありません。 

(4) スプリントはコース１周のレースです。１組１５名前後がカテゴリーに応じてハンディを付けて競います。各組

上位５名が決勝戦、６～１０位が１６位決定戦、１１位以下が３１位決定戦に進みます。 

(5) ①③④は重複エントリーが可能です。（小学校５年生以上） 

(6) キッズは小学４年生以下（関西クロスのＣＫ１・ＣＫ２）が対象です。 

(7) 仮装については大会趣旨を尊重し、過度なものは行わないようお願いします。また安全面にも配慮ください。 

(8) カンクロー大会は、未就学児童が対象です。当日申し込みで、参加費無料です。 

表    彰 いずれの競技も上位３位までを表彰(賞品だけ)します。 

参加申込       (1) ①③は各一人2,500円、Ｗエントリーの場合は２つで4,000円、④は一人なら３０００円、二人以上は人数にか

かわらず5,000円（Ｗエントリー割引無し）、②は一人1,000円。 

(2)エントリーは郵便振替で、下記の内容を記載して申込みください。 

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

＜記入事項＞ 

・ 参加区分＜６０分耐久、１２０分耐久、スプリント、キッズの別＞ 

・ 参加者氏名、ふりがな、生年月日、住所、電話番号 

・ １２０分耐久でチームの場合は、チーム名とメンバー全員の氏名と電話番号（ソロは上記と同じ） 

・ スプリント参加者はカテゴリー（降格前。ハンディの基準にします。） 

(3)上記参加料には保険料（死亡1,000 万円、入院2,000 円／日）が含まれています。通院は補償されませんので不

十分なかたは個人で傷害保険に加入してください 

(4)郵便局備え付けの郵便振替用紙に必要事項を記載し該当する金額を納付してください。一旦納付された参加料は一

切お返ししません。未成年者の場合は保護者の同意が必要です 

申込期限     201７年2月2６日（日）必着 

問い合せ 〒616-8141   京都市右京区太秦棚森町１０－８９ 矢野淳方 関西シクロクロス実行委員会 

 Mail：kansaicross@gmail.com        携帯：０９０－４０３３－１６９９（電話は１７：３０以降にお願いします） 

誓約書（エントリーされた方はこの誓約書に同意されたものと見なします） 

私は標記大会に参加するに当たり、自分自身の健康管理に細心の注意を払い、競技規則を順守し、万一の事故、疾病に際しては主

催者に対し、その責任を問わず、自己の責任において処理することを誓います。 

大会の映像、写真、記事、記録等（氏名、年齢、性別などの個人情報）が、各種メディアに報道、掲載、利用されることを承諾し

ます。また、その掲載権は主催者にあることを承諾します。 

 



 2017メモリアルクロス 美山向山
b-no cat name namef team

1 60分耐久 大永 徳彦 オオナガ ノリヒコ トラクターRC
2 60分耐久 相良 晶一 サガラ ショウイチ CWASP アタリ前田
3 60分耐久 大山 英俊 オオヤマ ヒデトシ ヴィルベルヴィント
4 60分耐久 冨澤 健三 トミザワ ケンゾウ
5 60分耐久 福中 健二 フクナカ ケンジ 山の駅
6 60分耐久 吉村 元宏 ヨシムラ モトヒロ
7 60分耐久 池田 知広 イケダ チヒロ ヴィルベルヴィント
8 60分耐久 鹿子木 英毅 カノコギ ヒデキ
9 60分耐久 木下 泰一 キノシタ タイチ ヴィルベルヴィント

10 60分耐久 元井 和彦 モトイ カズヒコ シャカリキ自転車部
11 60分耐久 村瀬 晃史 ムラセ コウジ 京都新聞サイクリングチーム
12 60分耐久 久保 伸次 クボ シンジ 岩井商会racing
13 60分耐久 柴辻 篤史 シバツジ アツシ KAZAMIDRI
14 60分耐久 小田 秀明 オダ ヒデアキ ヴィルベルヴィント
15 60分耐久 安藤 悟 アンドウ サトル RTアプローズ
16 60分耐久 服部 和成 ハットリ カズナリ
17 60分耐久 松野 宗一 マツノ ソウイチ
18 60分耐久 土屋 耕二 ツチヤ コウジ masahikomifune.com
19 60分耐久 栄 照洋 サカエ テルヒロ Team山の駅/COWBOY
20 60分耐久 金子 幸司 カネコ コウジ
21 60分耐久 堂野前 克典 ドウノマエ カツノリ ウオズミサイクル
22 60分耐久 山本 諭 ヤマモト サトシ
23 60分耐久 柿本 哲治 カキモト テツハル PRANTAN / SQUADRA
24 60分耐久 澤井 正和 サワイ マサカズ ベッキーシクロクロス
25 60分耐久 平井 敏文 ヒライ トシノリ
26 60分耐久 山崎 昌宣 ヤマザキ アキノリ CWASPアタリ前田IN THE WOODS
27 60分耐久 岡本 良 オカモト リョウ In the woods
28 60分耐久 伊藤 貴生 イトウ タカオ
29 60分耐久 増田 ゆうすけ マスダ ユウスケ CWASP atari maeda 
30 60分耐久 前田 堅一朗 マエダ ケンイチロウ CWASPアタリ前田
31 60分耐久 大永 剛志 オオナガ ツヨシ トラクターRC
32 60分耐久 石井 晋也 イシイ シンヤ
33 60分耐久 渡辺 佑樹 ワタナベ ユウキ team SONIC
34 60分耐久 高柴 元 タカシバ ゲン Maidservant subject
35 60分耐久 中西 啓太 ナカニシ ケイタ ZiiRacing
36 60分耐久 米倉 聖人 ヨネクラ マサト CYCLE CAT
37 60分耐久 中野 政彦 ナカノ　 マサヒコ Team Speed
38 60分耐久 日比 正明 ヒビ マサアキ ホネつき数珠'sは劇団です
39 60分耐久 内田 晃央 ウチダ アキオ
40 60分耐久 尾崎 真義 オザキ マサヨシ
41 60分耐久 神本 博勝 カミモト ヒロカツ SYHHP
42 60分耐久 伊藤 秀樹  SYHHP
43 60分耐久 松本 将吾 マツモト ショウゴ
44 60分耐久 竹中 希春 タケナカ キハル
45 60分耐久 丸山 正吉  1JYO
46 60分耐久 成瀬 拓未 ナルセ タクミ
47 60分耐久 奥 佳子 オク ケイコ TEAM NEXT STAGE
48 60分耐久 島本 誠 シマモト マコト TEAM NEXT STAGE
49 60分耐久 田中 也尚 タナカ ナリヒサ
50 60分耐久 田中 大葵 タナカ ヒロキ
51 60分耐久 石角 充弘 イシズミ ミツヒロ
52 60分耐久 古谷 広志 フルタニ　 ヒロシ
53 60分耐久 小森 誠司 コモリ セイジ
1 キッズ耐久 西垣 宗 ニシガキ ツカサ
2 キッズ耐久 大永 淑乃 オオナガ ヨシノ トラクターRC
3 キッズ耐久 安藤 優作 アンドウ ユウサク RTアプローズ
4 キッズ耐久 園田 伊吹 ソノダ イブキ ARAYA CX TEAM
5 キッズ耐久 山口 成美 ヤマグチ ナルミ 美山サイクリングクラブ
6 キッズ耐久 堂上 駿介 ドウウエ シュンスケ biketeam回転木馬
7 キッズ耐久 土屋 和輝 ツチヤ カズキ
8 キッズ耐久 柿本 圭治郎 カキモト ケイジロウ Team スクアドラ
9 キッズ耐久 影山 蒼志 カゲヤマ ソウシ

10 キッズ耐久 大坊 穹 ダイボウ キュウ Bike Team 回転木馬
11 キッズ耐久 栄 悠之介 サカエ ユウノスケ Team山の駅/COWBOY
12 キッズ耐久 竹中 珠央 タケナカ タマオ
13 キッズ耐久 マツヤマ カイジ  

1／2



 2017メモリアルクロス 美山向山
1 120分耐久【ソロ】 湯川 竜伺 ユカワ リュウジ SAKAI★RACING
2 120分耐久【ソロ】 畠中 俊治 ハタケナカ シュンジ
3 120分耐久【ソロ】 藤井 修 フジイ オサム きゅうべえsports
4 120分耐久【ソロ】 平野 文高 ヒラノ フミタカ
5 120分耐久【ソロ】 鵜飼 一彦 ウカイ カズヒコ charge cycling club
6 120分耐久【ソロ】 堀池 知也 ホリイケ トモヤ
7 120分耐久【ソロ】 村田 憲治 ムラタ ケンジ カエルチーム
8 120分耐久【ソロ】 中山 直樹 ナカヤマ ナオキ NEXT STAGE
9 120分耐久【ソロ】 島本 誠 シマモト マコト TEAM NEXT STAGE

10 120分耐久【ソロ】 加賀 友規 カガ トモノリ 自転車工房エコー
11 120分耐久【ソロ】 古谷 広志 フルタニ　 ヒロシ
12 120分耐久【ソロ】 見舘 俊治  
13 120分耐久【ソロ】 石田 純之 イシダ アツシ
14 120分耐久【ソロ】 伊藤 貴生 イトウ タカオ
15 120分耐久【ソロ】 川村 誠 カワムラ マコト スクミズマシンワークス
16 120分耐久【ソロ】 日比 正明 ヒビ マサアキ ホネつき数珠'sは劇団です
21 120分耐久【チーム】 Bike Team回転木馬＆泥女 井上 宏隆 大坊 崇 高城 哲也 
22 120分耐久【チーム】 CMAAPアタリ前田IN THE WOODS 相良 晶一 岡本 良 江嶋 綾 
23 120分耐久【チーム】 CWASPアタリ前田IN THE WOODS 山崎 昌宣 前田 堅一郎 増田 祐介 
24 120分耐久【チーム】 cyclejustice1 新屋敷 宏輝 岡村 行宏 藤井 健太 藤浪 美幸
25 120分耐久【チーム】 cyclejustice2 伊井 晶仁 檜皮 祐司 牧野 洸太朗 森岡 俊夫
26 120分耐久【チーム】 cyclejustice3 南部 真 中西 健太 大内 俊典 
27 120分耐久【チーム】 E.T.hardschoolstyle 松元 仁 北野 俊朗 管 良平 下村 欣生
28 120分耐久【チーム】 GENEBIKES496部A 渡部 純平 阿部 晃士 高田 昌和 
29 120分耐久【チーム】 GENEBIKES496部B 畑 宏芳 福元 未来 山内 康司 
30 120分耐久【チーム】 GENEBIKES496部C川上出るってよ！ 松下 文彦 神戸 智 川上 賢一 
31 120分耐久【チーム】 KANKO GUMI 西川 奏 西川 俊夫  
32 120分耐久【チーム】 KTW KOBE A 内田 晃央 柴辻 篤史 松岡 秀俊 成瀬 拓未
33 120分耐久【チーム】 KTW KOBE B 尾崎　 真義 松本 将吾 大永 剛 
34 120分耐久【チーム】 Limited846-U15の3人組 副島 達海 沖本 拓巳 谷畑 希一 
35 120分耐久【チーム】 Limited846-U15のオヤジ3人組 副島 真二 沖本 純幸 谷畑 一男 
36 120分耐久【チーム】 SYHHP 神本 博勝 伊藤 秀樹 林 丈裕 
37 120分耐久【チーム】 TEAM FANTASISTA 松下 晋也 瀧山 純平 瀧山 月斗 石原 健吾
38 120分耐久【チーム】 TEAM SUGANO 菅野 泰典 西村 博明 沖 秀之 伊藤 あすみ
39 120分耐久【チーム】 Team インコ 福本 真也 石本 あおい  
40 120分耐久【チーム】 Team 伊吹 石川 かおり 園田 道彦 園田 聖 矢野 淳
41 120分耐久【チーム】 Team宝塚線 藤田 隆久 簗瀬 皓一 安田 夕子 竹崎 大制
42 120分耐久【チーム】 YAKIBUTA-CX 寒川 勝一 味谷 和樹 小倉 隆一郎 西山 知宏
43 120分耐久【チーム】 ヴィル 仲川 整 大山 英俊 辰巳 信広 
44 120分耐久【チーム】 ベル 池田 知広 木下 泰一 小田 秀明 
45 120分耐久【チーム】 ヴィント 後藤 謙太郎 冨澤 健三 稲垣 繁之 
46 120分耐久【チーム】 ウオズミサイクル 坂田 直樹 北野 由城 長谷川 貴寛 藤村 和正
47 120分耐久【チーム】 関西シクロクロス月組 箕形 和代 保崎 実智子 信崎 千恵子 
48 120分耐久【チーム】 関西シクロクロス花組 藤野 直美 石田 明梨 奥 佳子 
49 120分耐久【チーム】 関西シクロクロス星組 恒田 さよ子 石田 唯 室井 麻里 
50 120分耐久【チーム】 関西シクロクロス雪組 遠藤 ゆずな 竹中 希春 栄 明美 山本 幸子
51 120分耐久【チーム】 きゃうZAS 村山　 司 石元 克司 田辺 徹 米倉 裕
52 120分耐久【チーム】 シルクロード G 副島 洋昭 塚原 政知 野口 翔太 
53 120分耐久【チーム】 シルクロード N 大河内 二郎 自檀地 崇 斉藤 和哉 
54 120分耐久【チーム】 シルクロード T 田中 也尚 田中 大葵 自檀地 一 森田 紅菜
55 120分耐久【チーム】 水曜夜連 向井 義人 丸畑 明彦 中野 政彦 新崎 博雄
56 120分耐久【チーム】 高野建具店 船木 和智晋 市埜 吉孝 梅村 昌孝 高野 芳映
57 120分耐久【チーム】 チーム泥んこプロレス 西村 海容 横尾 治彦 鈴木 郁二 杜若 治彦
58 120分耐久【チーム】 チームぴょん吉トリオ 井海 義久 髙丸 禎浩 上田 晃史 
59 120分耐久【チーム】 デイドリーマーズ 中原 哲克 妻木 信隆 木原 豊
60 120分耐久【チーム】 ボナペティ 松岡 伸二 菅長 裕一 福田 智樹 
61 120分耐久【チーム】 山口さん家+2 藤田 浩平 山口 裕子 木野 良敬 
62 120分耐久【チーム】 回転木馬シニア 井上 晋哉 石原 一弘 堂上 直道 
63 120分耐久【チーム】 自転車工房エコーA 福中 健二 衛藤 将之  
64 120分耐久【チーム】 自転車工房エコーB 青木 聡 河島 茂  
65 120分耐久【チーム】 美山CC　 保崎 治也 山口 秀朗  
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スプリント

B-NO
ハンデ
(仮)

クラス 氏名 フリガナ チーム Ａ組 Ｂ組 Ｃ組

1 120秒 C1 川村 誠 カワムラ マコト スクミズマシンワークス 〇
2 120秒 C1 堂野前 克典 ドウノマエ カツノリ ウオズミサイクル 〇
3 120秒 C1 中西 啓太 ナカニシ ケイタ ZiiRacing 〇
4 120秒 C1 島本 誠 シマモト マコト TEAM NEXT STAGE 〇
5 105秒 C2 高柴 元 タカシバ ゲン Maidservant subject 〇
6 105秒 C2 小森 誠司 コモリ セイジ 〇
7 105秒 C2 日比 正明 ヒビ マサアキ ホネつき数珠'sは劇団です 〇
8 105秒 C2 成瀬 拓未 ナルセ タクミ 〇
9 105秒 C2 柿本 哲治 カキモト テツハル PRANTAN / SQUADRA 〇
10 105秒 M1 内田 晃央 ウチダ アキオ 〇
11 105秒 M1 服部 和成 ハットリ カズナリ 〇
12 105秒 M1 中野 政彦 ナカノ マサヒコ Team Speed 〇
13 90秒 C3 石井 晋也 イシイ シンヤ 〇
14 90秒 C3 大永 剛志 オオナガ ツヨシ トラクターRC 〇
15 90秒 M2 井海 義久 イカイ ヨシヒサ レグルス 〇
16 90秒 M2 栄 照洋 サカエ テルヒロ Team山の駅/COWBOY 〇
17 90秒 M2 相良 晶一 サガラ ショウイチ CWASP アタリ前田 〇
18 90秒 M2 澤井 正和 サワイ マサカズ ベッキーシクロクロス 〇
19 90秒 M2 高丸 禎浩 タカマル ヨシヒロ エキップリオン 〇
20 90秒 U15 沖本 拓己 オキモト タクミ 2020Limited846/宇陀サイクルレーシング 〇
21 90秒 U15 副島 達海 ソエジマ タツウミ limited846／OK牧場 〇
22 75秒 C4 林 丈裕  〇
23 75秒 C4 松岡 秀俊 マツオカ ヒデトシ WTFS-CX 〇
24 75秒 C4 山崎 昌宣 ヤマザキ アキノリ CWASPアタリ前田IN THE WOODS 〇
25 75秒 M3 丸山 正吉  1JYO 〇
26 75秒 M3 石角 充弘 イシズミ ミツヒロ 〇
27 75秒 M3 大永 徳彦 オオナガ ノリヒコ トラクターRC 〇
28 75秒 M3 鹿子木 英毅 カノコギ ヒデキ 〇
29 75秒 M3 柴辻 篤史 シバツジ アツシ KAZAMIDRI 〇
30 75秒 M3 園田 聖 ソノダ ヒジリ 〇
31 75秒 M3 平井 敏文 ヒライ トシノリ 〇
32 75秒 M3 松野 宗一 マツノ ソウイチ 〇
33 40秒 L2 石川 かおり イシカワ カオリ 〇
34 40秒 L2 信崎 千恵子 シノザキ チエコ Team-RSO racing 〇
35 40秒 L2 保崎 実智子 ホザキ ミチコ 美山サイクリングクラブ 〇
36 0秒 U15 谷畑 希一 タニハタ キイチ 2024limited846 〇
37 0秒 L3 竹中 希春 タケナカ キハル 〇
38 0秒 L3 栄 明美 サカエ アケミ Team山の駅/COWBOY 〇

人数 13 13 12

予選組
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