フカヤ DeLa TRAIL presents 弱虫ペダルカップ
能登シクロクロス
（公財）日本自転車競技連盟公認 ＪＣＸシリーズ 第６戦
２０２１年１１月２７日（土）２８日（日） 能登ゴルフ倶楽部
テクニカルガイド（開催要項）
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競技規則

石川県サイクリング協会

くず葉本家 河本鑿泉 ふじたファミリークリニック
鈴木建設 ケーズマシナリー AZ キッチンユキ

2021 年版 UCI 競技規則、公益財団法人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。

競技カテゴリー

本大会は、JCF 競技登録者の以下のカテゴリーを開催する。
ME C2 C3 C4 CM1 CM2 CM3 ジュニア U17 U15
WE
WM
L2 L3

＜11 月 27 日（土）＞
項目

時間

備考

受付

09:00～16:40

前日受付可能

ジュニアスクール

09:10～10:00

参加費：500 円

最大 20 名

実践コース攻略スクール

10:20～11:40

参加費：2000 円

最大 15 名

渡辺先生と走ろう！
&

11:50～12:20

記念撮影
試走
ジュニアタイムトライアル
ジュニア表彰：試走
エンデューロ
エンデューロ 表彰
試走

12:20～12:50
13:00～
ジュニア TT 終了後

参加費：2000 円
＊中学生迄：500 円
参加される方のみ
CK3 / CK2 / CK1
参加費：500 円

最大 70 名

＊受付後
最大 30 名

参加される方のみ

＊受付後

競技時間 90 分

最大 50 チーム

参加される選手のみ

＊受付後

14:00～15:30
15:50
16:00～17:00

＜１１月２8 日（日）＞競技時間（召集各レースの 15 分前～）
項目
受付

時間

各参加種目 1 時間前迄

07:00～14:40

＊受付後、試走可能

07:00～07:50

開会式

07:50～08:00

CM2 / CM3

08:15～08:45

60 秒時差発送

Men U17 / C3 / CL2+3/女子マスターズ（WM）

09:00～09:30

60 秒時差発送

Men Junior / CM1

09:45～10:25

60 秒時差発送

C2

10:40～11:20

*表彰に関して、各種目終了後 15 分以内を目途に行う。
試走：全カテゴリー対象

11:30～12:00

試走：エリートカテゴリーのみ対象

12:00～12:15

Race : Women Elite

12:30～13:20

Race : Men Elite

13:35～14:45

Men U15 / C4

15:00～15:30

60 秒時差発送

CK3 / CK2 / CK1

15:40～15:55

30 秒時差発送

*表彰に関して、各種目終了後 15 分以内を目途に行う。

参加資格と参加料
カテゴリー

参加資格

参加料

【参加資格】Men Elite／AJOCC C1 資格者
男子エリート［11/28］

／19 歳以上

男性／競技時間 60 分／JCF 競

6,050 円

技者ライセンス必須
【参加資格】Women Elite／AJOCC CL1 資格
女子エリート［11/28］

者／17 歳以上

女性／競技時間 40～50 分

5,500 円

／JCF 競技者ライセンス必須
【参加資格】Men Junior／17 歳～18 歳
男子ジュニア［11/28］

男

性／競技時間 40 分／JCF 競技者ライセンス

4,400 円

必須
【参加資格】AJOCC C2 資格者／17 歳以上
C2［11/28］

男性／競技時間 40 分／JCF 競技者ライセン

4,400 円

ス必須
【参加資格】AJOCC C3 資格者／15 歳以上
C3［11/28］

男性／競技時間 30 分／JCF 競技者ライセン
ス必須

4,400 円

【参加資格】AJOCC C3 資格者／15 歳以上
C3【JCF 臨時登録】［11/28］

男性／競技時間 30 分／JCF 競技者ライセン

5,400 円

ス臨時登録受付
【参加資格】AJOCC C4 資格者・初参加者／
C4［11/28］

15 歳以上

男性／競技時間 30 分／JCF 競技

4,400 円

者ライセンス必須
【参加資格】AJOCC C4 資格者・初参加者／
C4【JCF 臨時登録】［11/28］

15 歳以上

男性／競技時間 30 分／JCF 競技

5,400 円

者ライセンス臨時登録受付
【参加資格】AJOCC CM1 資格者／40 歳以上
CM1［11/28］

男性／競技時間 40 分／JCF 競技者ライセン

5,500 円

ス必須
【参加資格】AJOCC CM2 資格者／40 歳以上
CM2［11/28］

男性／競技時間 40 分／JCF 競技者ライセン

4,400 円

ス必須
【参加資格】AJOCC CM2 資格者／40 歳以上
CM2【JCF 臨時登録】［11/28］

男性／競技時間 40 分／JCF 競技者ライセン

5,400 円

ス臨時登録受付
【参加資格】AJOCC CM3 資格者・初参加者
CM3［11/28］

／40 歳以上

男性／競技時間 40 分／JCF 競

4,400 円

技者ライセンス必須
【参加資格】AJOCC CM3 資格者・初参加者
CM3【JCF 臨時登録】［11/28］

／40 歳以上

男性／競技時間 40 分／JCF 競

5,400 円

技者ライセンス臨時登録受付
【参加資格】AJOCC CL2／CL3 資格者・初参
CL2＋3［11/28］

加者／中学生以上

女性／競技時間 30 分／

4,400 円

JCF 競技者ライセンス必須
【参加資格】AJOCC CL2／CL3 資格者・初参
CL2＋3【JCF 臨時登録】［11/28］

加者／中学生以上

女性／競技時間 30 分／

5,400 円

JCF 競技者ライセンス臨時登録受付
【参加資格】年齢該当者／15 歳～16 歳
U17［11/28］

男

性／競技時間 30 分／JCF 競技者ライセンス

2,200 円

必須
【参加資格】年齢該当者／15 歳～16 歳
U17【JCF 臨時登録】［11/28］

男

性／競技時間 30 分／JCF 競技者ライセンス

2,700 円

臨時登録受付
【参加資格】年齢該当者／中学 1 年生～14
U15［11/28］

歳

男性／競技時間 30 分／JCF 競技者ライ

センス必須

2,200 円

【参加資格】年齢該当者／中学 1 年生～14
U15【JCF 臨時登録】［11/28］

歳

男性／競技時間 30 分／JCF 競技者ライ

2,700 円

センス臨時登録受付
CK3［11/28］

CK2［11/28］

CK1［11/28］

【参加資格】年齢該当者／小学 5～6 年生
男女／競技時間 15 分
【参加資格】年齢該当者／小学 3～4 年生
男女／競技時間 15 分
【参加資格】年齢該当者／小学 2 年生以下
男女／競技時間 15 分

1,100 円

1,100 円

1,100 円

【参加資格】1991 年以前生まれの女子で下
記のマスターズ共通事項を満たしているこ
ウィメンズマスターズクラス［11/28］

と。・JCF 競技者ライセンス所持者・UCI 登
録チームと競技者として契約していない

4,400 円

事。・申し込み時点でロードの UCI ポイン
トを保有していない事。
【参加資格】1991 年以前生まれの女子で下
記のマスターズ共通事項を満たしているこ
ウィメンズマスターズクラス【JCF 臨時登

と。・JCF 競技者ライセンス所持者・UCI 登

録】［11/28］

録チームと競技者として契約していない

5,400 円

事。・申し込み時点でロードの UCI ポイン
トを保有していない事。
大会本部開設時間
大会本部は能登ゴルフ倶楽部２F に置く
開設時間は 11 月 27 日（土）9:00～16:30

11 月 28 日（日）

7:00~17:00

ライセンスコントロールおよびイベントレース受付
大会会場ゴルフコース駐車場内受付で行う。
イベント、エンデューロ
11 月 27 日（土）9:00～14:00
エリート男子、エリート女子、男子ジュニア 共通
11 月 27 日（土）16:00～17:00 及び 11 月 28 日（日）7:00～14:40
ライセンスコントロールにてボディーナンバー及び肩番を渡します。
表彰
競技終了後直ちに表彰式を行う。表彰式には各カテゴリー上位 3 位までが出席。
ドーピング検査
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。
急処置・病院
疾病および負傷については応急処置のほかは本人の責任による。
会場近隣の病院は下記のとおり
能登総合病院 電話番号 0767-52-6611
所在地：〒926-0816 石川県七尾市藤橋町 6-4

申込方法
スポーツエントリーによる。
申し込み期限
参加費

2021 年 11 月 21 日（月）

上記一覧表による

詳しくはこちらのサイトをご覧ください

https://www.sportsentry.ne.jp/event/t/85832/

競技及び大会会場に関する問い会わせ
〒920-0264
一般財団法人

石川県河北郡内灘町宮坂
石川県自転車競技連盟

TEL 090-3293-1504

石川県立自転車競技場内
担当：成田

E-mail:katsuri@katsuri.com

（お電話は 9:00～18::00 でお願い致します。）
＜コース図＞本コース 1 周 2,7km

First Aid、Registration、Press Room

