
            

 

            公益財団法人 日本自転車競技連盟 公認大会   20221014 

＃能登ＣＸ ＣＵＰ 

ＪＣＦシクロクロスシリーズ 第２戦 

 開 催 要 項 

 

主   催  一般財団法人 石川県自転車競技連盟 

後  援  志賀町  志賀町教育委員会  石川県サイクリング協会  北國新聞社 

協  力   能登ゴルフ倶楽部 ダランケーネ白山 CX 北陸ドロタボウ FIT 北陸シクロッサー友の会 

特別協賛  アイ・アール・シー 井上ゴム工業株式会社 

協  賛  九州食肉産業  葛葉本家  ふじたファミリークリニック ケーズマシナリー 

 期  日  2022 年 10月 29 日（土）～10 月 30 日（日） 

 会  場  石川県羽咋郡志賀町大津峰山５ 能登ゴルフ倶楽部内 特設会場 

 競技規則  2022 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。                                      

自転車は競技規則に則ったシクロクロスバイクのみ使用できる（キッズレースを除く） 

 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。 

エリート男女 U23 男子 ジュニア男女  

マスターズ男子４カテゴリー マスターズ女子 

U15 男女 U17 男女 キッズレース（臨時登録とする） 

      ※オープン競技として シングルスピードを実施する 

大会日程 

＜10 月 29 日（土）＞ 

項目 時間（競技時間） 備考 募集人数 

受付 

（出走者確認） 

10:30～11:00 

11:00～12:00 

16:00～17:00 

U15、U17 

マスターズ 

ジュニア・U23・エリート 

― 

オフィシャルトレーニング 

10:30～11:15 

11:15～12:00 

16:00～17:00 

U15、U17 

マスターズ 

ジュニア・U23・エリート 

― 

U15・U17 男子 12:30～13:15（30 分） 表彰はカテゴリー別 各 30 人 

U15・U17 女子 13:20～14:05（30 分） 表彰はカテゴリー別 各 30 人 

マスターズ女子 13:20～14:05（30 分） ― 30 人 

マスターズ男子 35～39、40～49 14:15～15:00（30 分） 表彰はカテゴリー別 各 40 人 

マスターズ男子 50～59、60～ 15:10～15:55（30 分） 表彰はカテゴリー別 各 40 人 



            

＜10 月 30 日（日）＞ 

項目 時間（競技時間） 備考 募集人数 

受付 

（出走者確認） 

7:30～8:00 

8:00～8:30 

10:00～11:00 
 

シングルスピード 

キッズ 

ジュニア・U23・エリート 

― 

オフィシャルトレーニング 

8:00～8:30 

8:30～8:45 

10:45～11：45 

シングルスピード 

キッズ 

ジュニア・U23・エリート 

― 

シングルスピード 9:00～9：45（30 分） ― 30 人 

キッズレース 10:00～10:30（15 分） ― 30 人 

ジュニア女子 12:00～12:55（40 分） ― 30 人 

ジュニア男子 13:00～13:55（40 分） ― 30 人 

エリート女子 14:00～15:00（50 分） ― 30 人 

U23・エリート男子 15:00～16:15（60 分） 
 

単一レースとして実施 

U23 上位のみ別途表彰 
計 100 人 

 

参加資格と参加料 

※本大会は JCFシクロクロスシリーズ第 2戦となり、全日本選手権出場に必要なポイントが獲得

出来る大会である（JCFHP 2022-23 JCFシクロクロスランキングのポイント・テーブル参照）。 
 

カテゴリー 参加資格 参加料 

エリート男女 

男子：2000 年以前生まれの競技登録者 

女子：2004 年以前生まれの競技登録者 

※2001 年から 2004 年生まれの女子競技者の参加料は U23

と同額とする 

6,000 円 

U23 男子 2001 年から 2004 年生まれの競技登録者 5,000 円 

マスターズ男女 

1988 年以前生まれでこのカテゴリーを選択する競技登録者 

マスターズ男子 35～39(1984-1988)/40～49(1974-1983) 

50-59(1964-1973)/60～(1963 年以前に生まれの男子) 

マスターズ女子（1988 年以前に生まれた女子） 

※2022-23 全日本選手権にマスターズで参加する場合はこ

のカテゴリーを選択しなければならない 

6,000 円 

ジュニア男女 2005 年、2006 年生まれの競技登録者 4,000 円 

U15・U17 男女 
U15：2009 年および 2010 年生まれの競技登録者 

U17：2007 年および 2008 年生まれの競技登録者 
3,000 円 

シングルスピード 
2006 年以前に生まれた男子及び女子 JCF 競技登録者 

※シングルスピードのみ他種目とのダブルエントリー可能 
5,000 円 

キッズレース 
小学生（競技者登録が無い場合、申し込みと同時に本大会

にのみ有効な臨時登録者と致します） 
1,000 円 



            

大会日程及び競技カテゴリーについて 

 大会日程また競技カテゴリー（募集人数含む）については参加申し込みの状況により変更が有るかもし 

れません。その場合は（一財）石川県自転車競技連盟ホームページ、また JCF ホームページにてお知ら 

せいたします。 

 

JCF シクロクロスランキング 

2022-23JCF シクロクロスランキングのポイント・テーブルに応じたポイントが与えられる。 

詳細は下記リンク先を参照 

https://jcf.or.jp/cyclecross/event/ 

 

大会本部開設時間 

大会本部は特設コース、本部テント内とする 

開設時間は 10 月 29 日（土）10:00～17:00  10月 30 日（日）  7:30～16:30 

 

  出走者確認 

  大会会場特設駐車場内受付で行う（駐車場入り口横 避雷小屋及びテント）。 

※ゴルフ場利用者駐車場ではありません。お間違えの無いようにお願いします。 

  カテゴリー別に時間を設ける 

10 月 29 日（土）10:00～12:00・17:00～18:00 及び 10月 30 日（日）8:00～11:00 

  出走者確認にてボディーナンバー及び肩番をお渡しします。 

 

表 彰 

対象者は各カテゴリー1～3 位までとし、賞状を授与する。 

※エリート男子・U23 については単一レースとして実施し、総合リザルトのみ発行されるが、U23 の上

位 3 名のみ別途表彰を行う。 

※表彰式は各レース終了後速やかに行う。 

   

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。 

応急処置・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 

 「公益財団法人日本自転車競技連盟エントリーサイト」とする。 

 エントリーサイト https://entry.jcf-system.jp/entry/tournament_select.html 

  申込期間  2022 年 10 月 7 日（金）～期間延長 10 月 20 日 23:59（日）迄 

  参加費   上記一覧表による 

 

 競技及び大会会場に関するお問い合わせ 

  〒921-0264 石川県河北郡内灘町宮坂に 460 石川県立自転車競技場内 

  一般社団法人 石川県自転車競技連盟 担当：成田 

  TEL 090-3292-1504（お電話は 9:00～18:00 にてお願い致します） 

 

 駐車場 

本大会、コース奥に有ります「駐車場・控所」に関しましては『有料』となります。 

駐車料金：１台５００円／１日 

※ゴルフ場コース内敷地使用の為、別途施設管理費が発生いたします。ご協力お願いいたします。 

   会場入り口にて徴収、お釣りの無きようご協力おねがいします。 

   駐車場施錠時間は 17:30 頃を予定しております。 

   車中泊及び、焚火は禁止とさせて頂きます。 

 



            

＜コース図＞ 

  

  ※駐車場に関しましては『有料 500円／1日』となります。ご協力お願いいたします。 

First Aid、Registration、Press Room 


