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第 21 回全日本シクロクロス選手権大会
兼 2016 年シクロクロス世界選手権代表候補選手選考会
併催 2015 年 JCX マスターズ選手権・信州シクロクロス飯山大会

Ver. 20151026

1

主 催

公益財団法人 日本自転車競技連盟

2

主 管

長野県自転車競技連盟、菜の花飯山サイクルレース実行委員会

3

後 援

公益財団法人 JKA、飯山市、飯山市教育委員会、NPO 法人飯山市体育協会、一般社団法人信州いいやま観光
局、戸狩温泉スキー場㈱、信濃毎日新聞㈱、長野朝日放送㈱、㈱北信濃新聞、i ネット飯山（予定）

4

協 賛

公益社団法人 全国競輪施行者協議会、一般社団法人 日本競輪選手会、ブリヂストンサイクル㈱、㈱シマノ（予定）

5

協 力

信州シクロクロス， 日本シクロクロス競技主催者協会(AJOCC)， TRK Works

6

期 日

2015 年 12 月 5 日(土)～6 日（日）

7

会 場

長野県飯山市 長峰運動公園内特設コース

8

日 程

12 月 5 日（土）
10:00~20:30
10:00~11:00
11:00~14:00
13:00~14:00
14:00~15:20
15:20~15:50
16:15~16:40
17:00~17:40
18:00~18:40
18:01~18:41
18:02~18:42
19:00~19:50
19:00~19:50
20:00~20:30
12 月 6 日（日）
7:30~ 8:45
8:15~ 8:45
8:15~ 8:40
9:00~ 9:50
9:25~ 9:55
10:10~11:10
10:45~11:15
11:30~12:20
12:00~12:45
13:00~14:10

9

ペルマナンス・オープン（スポンサー出展企業開設）
コース・インスペクション
コース・オープン
コミセール・ミーティング
ライセンス・コントロール、ゼッケン配布 （全日本選手権および JCX 全カテゴリ）
チーム代表者会議 （全日本選手権）
JCX 年齢別選手権 U15 キッズ （15 分）
信州シクロクロス カテゴリ 3 （30 分）
JCX マスターズ選手権 男子 50 （30 分）
JCX 年齢別選手権 U17 （30 分）
JCX 選手権 女子 （30 分）
JCX マスターズ選手権 男子 40 （40 分）
JCX 年齢別選手権 男子 30 （40 分）
表彰式
試走
ジュニア出走サイン
メディア・ミーティング
全日本選手権ジュニア（40 分）
U23 出走サイン
全日本選手権 U23 （50 分）
エリート女子出走サイン
全日本選手権エリート女子 （40 分）
エリート男子出走サイン
全日本選手権男子エリート （60 分）
表彰式は各レース終了後直ちに行う

競技規則 2015 年版（公財）日本自転車競技連盟競技規則および大会特別規則による。

10 参加資格 2015 年 1 月 1 日以前より日本国籍を有し、（公財）日本自転車競技連盟（JCF）または UCI 加盟国で本年度競
技者登録を完了した者
(1) 男子エリート: 1993 年以前に生まれた男子，2015 年 11 月 3 日においてシクロクロスカテゴリー1 である者
(2) 女子:
1999 年以前に生まれた女子，2015 年 11 月 3 日においてシクロクロスカテゴリーL1 である者
(3) 男子 U23： 1994～1997 年生まれの男子，2015 年 11 月 3 日においてシクロクロスカテゴリー1 である者
(4) 男子ジュニア: 1998 年、1999 年生まれの男子
11 UCI ランキング 当大会は国内選手権であるので、UCI 規則 5.2.004 および付属書に従い、優勝者と同一周回でフィニッシ
ュした上位 10 名に下記のポイントが与えられる。
1位
2位
3位
4位
5位
6位
7位
8位
9位
10 位
100
60
40
30
25
20
15
10
5
3
男子エリート/U23
100
60
40
30
25
20
15
10
5
3
女子エリート/U23
100
60
40
30
25
20
15
10
5
3
男子 U23
30
20
15
12
10
8
6
4
2
1
男子ジュニア
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（公財）日本自転車競技連盟

12 表 彰

第 1 位にチャンピオン・ジャージ、メダル、賞状、賞品
第 2・3 位にメダル、賞状
第 4～6 位に賞状を授与する
表彰式には各カテゴリ上位 3 位までが出席すること

13 参加申込 (1) 申込方法
① 参加希望者は参加資格を確認の上，所属のJCF加盟団体に申し込むこと。
② 加盟団体毎に所定の申込書に必要事項を記入し、下記宛に郵送するとともに、同一内容の電子データを
電子メールにて送付する事。チームからJCFへの直接申し込みは受け付けない。
③ 電話、FAXでの申込、締切以後の変更などは一切受け付けない。
(2) 申込先および問合せ先
（公財）日本自転車競技連盟 業務部 大会エントリ係
〒141-0021 東京都品川区上大崎3-3-1 自転車総合ビル5階
Tel.：03-6277-2690 Fax：03-6277-2691
e-mail :qyomu@jcf.or.jp
(3) 申込期限

2015年11月19日（木）必着

ただし、上記期限は、各加盟団体から日本自転車競技連盟への締切日なので注意すること。
(4) 申込確認
エントリ･リストは後日JCFウェブサイトに公表するので，各自でエントリ完了を確認すること。
13 参加料

競技者 1 名につき 5,000 円
参加が確定後に各加盟団体が取りまとめ（公財）日本自転車競技連盟に速やかに送金すること。

14 ドーピング検査について
(1) 本競技会は、日本ドーピング防止規程に基づくドーピング検査対象大会である。本大会参加者は、大会にエ
ントリした時点で日本ドーピング防止規程に従い、ドーピング検査を受けることに同意したものとみなす。
(2) 未成年者（20歳未満）においては、上記のドーピング検査の実施について親権者の同意書の事前提出が必
要である。
(3) 本大会参加者は、本大会において行われるドーピング検査を拒否または回避した場合、検査員の指示に従
わない場合、および帰路の移動等個人的諸事情によりドーピング検査手続きを完了することができなかった
場合等は、ドーピング防止規則違反となる可能性がある。ドーピング防止規則違反と判断された場合には、日
本ドーピング防止規程に基づき制裁等を受けることになるので留意すること。
(4) 前記に鑑み，すべての参加競技者は，棄権，失格となった場合であってもドーピング検査対象となる可能性が
あることから，参加競技者は自己の責任において，自身がドーピング検査対象として指名されているか否かを
確認すること．
(5) 摂取医薬品リストを，スタート前に召集エリアで担当者に提出すること．
(6) 日本ドーピング防止規程の詳細内容およびドーピング検査については、公益財団法人日本アンチ・ドーピング
機構のウェブサイト（http://www.playtruejapan.org）にて確認すること。
15 その他

(1) 本大会は 2016 年シクロクロス世界選手権代表候補の選考会を兼ねる。ナショナルチームについては、シクロ
クロス小委員会において案を作成し，JCF 強化委員会で審議の上，選手強化本部会において決定する
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

2015年度競技者登録証をライセンス･コントロール時に提出すること。
ライセンス･コントロール時に競技用ジャージを提示して確認を受けること。
参加者は各自でスポーツ安全協会等の保険に加入すること。
大会中の疾病および負傷については応急処置を行うが，その後の治療費等は本人の責任とする。
健康保険証を持参すること。
参加競技者は、（公財）日本自転車競技連盟の公認ヘルメットを使用すること。
参加申込書に記載された個人情報は、資格の確認および大会に係る諸連絡を行うほか、氏名、生年月日、所
属、競技成績、競技歴、写真などをポスター、プログラム、コミュニケ等で掲載する等、新聞社などマスコミ関
係各社に情報を提供し、新聞等メディアに掲載される場合がある。
(9) 本大会における肖像権は JCF に帰属する。
(10) タイム・テーブル、注意事項等はコミュニケとして必要に応じ随時 JCF ウェブサイトにて発表するので、各自
十分注意すること。
(11) チーム代表者会議の出席者は，競技者本人あるいは参加申込書記載チームの関係者（(公財)日本体育協
会公認指導者あるいは JCF ライセンス保持者）とする。
(12) 全日本選手権大会以外のカテゴリについては下記に照会すること。
① JXC マスターズ選手権 日本シクロクロス競技主催者協会: http://www.cyclocross.jp/index.html
② 信州シクロクロス飯山大会 信州シクロクロス： http://www.shinshu-cyclocross.com/

この事業は競輪の補助金を受けて実施するものです．http://ringring-keirin.jp
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第 21 回全日本シクロクロス選手権大会コース図 《案》
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（公財）日本自転車競技連盟

