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テクニカルガイド

主催　湘南シクロクロス第シクロクロス第実行委員会
協力　AJOCC　神奈川県自転車競技連盟
後援　開成町
協賛　株式会社隼　ウインクレル株式会社　株式会社ミヤタサイクル　株式会社和光ケミカルケミカル
　　　和協産業株式会社　サイクロン　NASK トレーディング他他

１　ライセンス第管理とゼッケンの配布とゼッケンの配布ゼッケンの配布配布
　ライセンス第コントロール及びゼッケンの発行は大会受付にて発行しますびゼッケンの発行は大会受付にて発行しますゼッケンの配布発行は大会受付にて発行します大会受付にて発行しますにて発行します発行します
　ライセンス第必須カテゴリ（カテゴリ（C1、C2、CL1、CM1）の配布選手はは大会受付にて発行します 2019 年有効のの配布ライセンス第を提示提示
　して発行しますください
　背面ゼッケンは腰付近ゼッケンは大会受付にて発行します腰付にて発行します近
　肩ゼッケンは中央破線でゼッケンは大会受付にて発行します中央破線でで 2 枚に分離し両腕へ前から見えるように装着してくださいに分離し両腕へ前から見えるように装着してくださいし両腕へ前から見えるように装着してくださいへ前から見えるように装着してください前から見えるように装着してくださいから見えるように装着してください見えるように装着してくださいえるように装着してくださいして発行しますください

 ２　タイムス第ケジュールの配布提示

受付終了 召集 開始 終了 競技内容 競技時間（めやす） 備考めやす） 備考備考

- 7:00 - 駐車場オープンオープン -

- 7:20 - 選手は受付にて発行します開始 -

- 7:30 8:20 試走

レース１ 8:00 8:20 8:30 8:45 CK1/CK2/CK3

レース２ 8:20 8:50 9:00 9:30 C4/U15

レース３ 9:05 9:35 9:45 10:15 C3/U17 CL2+3

レース４ 9:50 10:20 10:30 11:10 C2/CJ CL1

10:35 11:05 11:15 11:45 試走

レース５ 11:20 11:50 12:00 12:35 CM1 CM2 CM3

レース６ 12:10 12:40 12:50 13:50 C1

レース７ 13:00 13:55 14:05 15:25 エンデューロ

8:15以降新規周回禁止

10分

30分

30分 時差発走

40分 時差発走

35分 
同時出走
表彰はは40 50 60年代別
CM2,CM3の昇格は個別で実施昇格は個別で実施は個別で実施実施

60分

80分



３　表彰
　各カテゴリ３位までを表彰するカテゴリ３位までを表彰するまでを提示表彰する
　ただし出走人数により表彰順位を変更する場合がありますにより表彰順位を変更する場合があります表彰順位までを表彰するを提示変更する場合がありますする場オープン合がありますがあり表彰順位を変更する場合がありますます
　表彰は大会受付にて発行しますレース第終了後に実施しますします
　CM1,CM2,CM3 は大会受付にて発行します年齢別表彰する、昇格はカテゴリ個別で実施は大会受付にて発行しますカテゴリ個別で実施します

４　大会特別規則の公開の配布公開
　①召集順序とゼッケン番号についてとゼッケンの配布ゼッケン番号についてについて発行します
　　レース第召集は大会受付にて発行します 10 分前から見えるように装着してください集合があります、参加人数により表彰順位を変更する場合がありますにより表彰順位を変更する場合がありますゼッケン番号について順で順次呼び出しするびゼッケンの発行は大会受付にて発行します出しする
　　ゼッケン番号については大会受付にて発行します以下基準で付与するで付にて発行します与するする
　　C1、CL1 は大会受付にて発行します UCI、ナショナル、JCX、AJOCC の配布各カテゴリ３位までを表彰するポイント順でポイントなしは大会受付にて発行しますランダム
　　その配布他は大会受付にて発行します、上位までを表彰する 10 名は関東ポイント、は大会受付にて発行します関東ポイント、ポイント、10 名は関東ポイント、以降は大会受付にて発行します AJOCC ポイント、ポイントなしは大会受付にて発行しますランダム
　② JCF 競技規則の公開第 85 条 26 項(通称 �80%ルール)適用は行わないは大会受付にて発行します行わない
　　先頭選手はがゴールした時点で、以降すべての選手がゴールとするで、以降すべて発行しますの配布選手はがゴールとゼッケンの配布する
　　周回遅れの選手は先行選手の走行を妨げないよう、速やかに追い抜きできるようラインを外すれの配布選手はは大会受付にて発行します先行選手はの配布走行を提示妨げないよう、速やかに追い抜きできるようラインを外すげないよう、速やかに追い抜きできるようラインを外すやかに追い抜きできるようラインを外すい抜きできるようラインを外すきできるようラインを提示外すす
　　停止して発行します見えるように装着してください送る等、紳士的対応をお願いしまする等、紳士的対応をお願いしますを提示お願いします願いしますいします
　③レース第 2 C4A/U15
　　両カテゴリ同時発走で行い、周回数により表彰順位を変更する場合があります管理とゼッケンの配布は大会受付にて発行します共通で決定するする
　　リザルトとゼッケンの配布表彰は大会受付にて発行します個別で行う
　　召集コールは大会受付にて発行します C4A、U15 の配布順
　④レース第３ C3/U17 CL2+3
　　C3/U17 カテゴリ同時発走で行い、CL2+3 は大会受付にて発行します 1 分時差発走する 
　　周回数により表彰順位を変更する場合があります管理とゼッケンの配布 C3/U17 とゼッケンの配布 CL2+3 は大会受付にて発行します 30 分相当で個別管理するで個別管理とゼッケンの配布する
      リザルトとゼッケンの配布表彰は大会受付にて発行します個別で行う
　　召集コールは大会受付にて発行します C3、U17、CL2+3 の配布順  
　⑤レース第４ C2/CJ　CL1
　　C2/CJ先行で CL1 は大会受付にて発行します 1 分時差発走する
　　周回管理とゼッケンの配布は大会受付にて発行します 40 分相当で個別管理するで共通管理とゼッケンの配布する
　　リザルトとゼッケンの配布表彰は大会受付にて発行します個別で行う
　⑥レース第 5 CM1 CM2 CM3
　　全カテゴリ同時カテゴリ同時発走する
　　周回管理とゼッケンの配布は大会受付にて発行します 35 分 相当で個別管理するで共通管理とゼッケンの配布する
　　リザルトとゼッケンの配布 CM2、CM3 の配布昇格はカテゴリ個別で実施は大会受付にて発行します個別で行う
　　各カテゴリ３位までを表彰するカテゴリ 3 位までを表彰するまで賞状
　　40代 50代 60代で年齢別に 3 位までを表彰するまで賞品授与する　
　⑦エンデューロ
　　エンデューロ要項は大会受付にて発行します別紙参照
　　https://shonancyclocross.jp/news/enduro%20_guidelines2018-19_3rd.pdf
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注意事項
① 　公園内な基本的に自転車乗車禁止です。公園内は下車し押して移動してください。な基本的に自転車乗車禁止です。公園内は下車し押して移動してください。公園内な基本的に自転車乗車禁止です。公園内は下車し押して移動してください。は大会受付にて発行します下車し押して移動してください。して発行します移動してください。して発行しますください。公園内は下車し押して移動してください。
＊　野球場オープン内な基本的に自転車乗車禁止です。公園内は下車し押して移動してください。は大会受付にて発行します出展ブースがありますがご自身の自転車は下車して押してください。ブース第があり表彰順位を変更する場合がありますますがご自身の自転車は下車して押してください。自身の自転車は下車して押してください。の配布自転車は大会受付にて発行します下車して発行します押して移動してください。して発行しますください。公園内は下車し押して移動してください。
＊　コース第外すの配布土手はは大会受付にて発行します特に乗車厳禁です。公園内は下車し押して移動してください。

②招集エリアは野球場ライト側です。野球場が外側を通りお集まりください。は大会受付にて発行します野球場オープンライト側です。野球場が外側を通りお集まりください。です。公園内は下車し押して移動してください。野球場オープンが外す側です。野球場が外側を通りお集まりください。を提示通り表彰順位を変更する場合がありますお願いします集まり表彰順位を変更する場合がありますください。公園内は下車し押して移動してください。

③　すべて発行しますの配布カテゴリでス第タート直後の配布キャンバー部分は大会受付にて発行します使用は行わないしません。公園内は下車し押して移動してください。２周目から通ります。から見えるように装着してください通り表彰順位を変更する場合がありますます。公園内は下車し押して移動してください。

④　 CK1,CK2,CK3 、エンデューロは大会受付にて発行しますショートカットコース第で実施しますします。公園内は下車し押して移動してください。

⑤　エンデューロの配布ピットは大会受付にて発行します一カ所としフィニッシュから始めの入り口のみとなります。カ所としフィニッシュから始めの入り口のみとなります。とゼッケンの配布しフィニッシュから見えるように装着してください始めの配布入り口のみとなります。り表彰順位を変更する場合があります口のみとなります。の配布みとゼッケンの配布なり表彰順位を変更する場合がありますます。公園内は下車し押して移動してください。

⑥　横断箇所としフィニッシュから始めの入り口のみとなります。は大会受付にて発行しますス第タッフの配布指示に従うことうことゼッケンの配布

◎公園は大会受付にて発行します地域の一般客も多くいます。愛されるクロッサーが参加していると信じています。の配布一カ所としフィニッシュから始めの入り口のみとなります。般客も多くいます。愛されるクロッサーが参加していると信じています。も多くいます。愛されるクロッサーが参加していると信じています。多くいます。愛されるクロッサーが参加していると信じています。くいます。公園内は下車し押して移動してください。愛されるクロッサーが参加していると信じています。されるクロッサーが参加して発行しますいるとゼッケンの配布信じています。じて発行しますいます。公園内は下車し押して移動してください。
◎大会開催以外すの配布試走、練習はご遠慮ください。は大会受付にて発行しますご自身の自転車は下車して押してください。遠慮ください。ください。公園内は下車し押して移動してください。
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７　駐車場オープン案内な基本的に自転車乗車禁止です。公園内は下車し押して移動してください。

　①　公園駐車場オープン
        以下カテゴリ選手は優先専用は行わないとゼッケンの配布いたします。公園内は下車し押して移動してください。
　　　C1　CL1,2,3　CK1,2,3　U15　U17 
　　　＊乳児、幼児、未就学児連れの配布場オープン合がありますも多くいます。愛されるクロッサーが参加していると信じています。許可しますので入場の際申しつけください。しますの配布で入り口のみとなります。場オープンの配布際申しつけください。しつけください。公園内は下車し押して移動してください。
　　　＊入り口のみとなります。口のみとなります。から見えるように装着してくださいみて発行します右側です。野球場が外側を通りお集まりください。が大会用は行わないエリアは野球場ライト側です。野球場が外側を通りお集まりください。です。公園内は下車し押して移動してください。
　　　＊一カ所としフィニッシュから始めの入り口のみとなります。般公園利用は行わない者もおります、妨げになるような行為はご遠慮ください。も多くいます。愛されるクロッサーが参加していると信じています。お願いしますり表彰順位を変更する場合がありますます、妨げないよう、速やかに追い抜きできるようラインを外すげになるような行為はご遠慮ください。は大会受付にて発行しますご自身の自転車は下車して押してください。遠慮ください。ください。公園内は下車し押して移動してください。
　　　＊13:00 以降、大会用は行わないエリアは野球場ライト側です。野球場が外側を通りお集まりください。に空きあれば他カテゴリも駐車可とします。きあれば他カテゴリも駐車可とします。他カテゴリも多くいます。愛されるクロッサーが参加していると信じています。駐車可しますので入場の際申しつけください。とゼッケンの配布します。公園内は下車し押して移動してください。

　②　有料駐車場オープン　（開成水辺スポーツフォレス第トス第プリング他ス第　借用は行わない）予定する数により表彰順位を変更する場合があります量に達しましたに達しましたしました
　　　先着してください順、数により表彰順位を変更する場合があります量に達しました限定するで隣接駐車場オープンを提示販売します。します。公園内は下車し押して移動してください。
　　　公園隣接施します設の一部を大会利用者用に提供頂きました。の配布一カ所としフィニッシュから始めの入り口のみとなります。部を提示大会利用は行わない者もおります、妨げになるような行為はご遠慮ください。用は行わないに提供頂きました。きました。公園内は下車し押して移動してください。
　　　運営管理とゼッケンの配布、警備の費用として１０００円とし申し込み先着にて駐車場所を提供します。の配布費用は行わないとゼッケンの配布して発行します１０００円とし申し込み先着にて駐車場所を提供します。とゼッケンの配布し申しつけください。し込み先着にて駐車場所を提供します。み先着してくださいにて発行します駐車場オープン所としフィニッシュから始めの入り口のみとなります。を提示提供します。公園内は下車し押して移動してください。
　　　申しつけください。し込み先着にて駐車場所を提供します。みチケットない方は駐車できません。は大会受付にて発行します駐車できません。公園内は下車し押して移動してください。
　　　指定する場オープン所としフィニッシュから始めの入り口のみとなります。以外すは大会受付にて発行します駐車できません。公園内は下車し押して移動してください。
　　　払い込み済みチケットをスマホ画面で提示ください。い込み先着にて駐車場所を提供します。み済みチケットをスマホ画面で提示ください。みチケットを提示ス第マホ画面で提示ください。画面ゼッケンは腰付近で提示ください。公園内は下車し押して移動してください。
　　　＊許可しますので入場の際申しつけください。場オープン所としフィニッシュから始めの入り口のみとなります。以外すは大会受付にて発行します駐車厳禁です。公園内は下車し押して移動してください。
　
　③　無料駐車場オープン（開成グ他リーンリサイクルセンタ）
　　　公園から見えるように装着してください 1.5km 招集時間等にご自身の自転車は下車して押してください。注意ください
　　　駐車場オープン所としフィニッシュから始めの入り口のみとなります。の配布み利用は行わない可しますので入場の際申しつけください。
　　　施します設の一部を大会利用者用に提供頂きました。内な基本的に自転車乗車禁止です。公園内は下車し押して移動してください。設の一部を大会利用者用に提供頂きました。備の費用として１０００円とし申し込み先着にて駐車場所を提供します。の配布使用は行わないは大会受付にて発行します不可しますので入場の際申しつけください。
　　　場オープン所としフィニッシュから始めの入り口のみとなります。の配布開成グ他リーンリサイクルセンターは大会受付にて発行します農業の配布ための配布施します設の一部を大会利用者用に提供頂きました。です
　　　案内な基本的に自転車乗車禁止です。公園内は下車し押して移動してください。図の黄色枠以外の通路や舗装部分は駐車禁止です。決して駐車しないで下さい。 の配布黄色枠以外すの配布通路や舗装部分は駐車禁止です。決して駐車しないで下さい。 や舗装部分は大会受付にて発行します駐車禁止です。公園内は下車し押して移動してください。決して発行します駐車しないで下さい。公園内は下車し押して移動してください。 
　　　駐車可しますので入場の際申しつけください。能部分は大会受付にて発行します奥の黄色枠、土の広場のみです。の配布黄色枠、土の配布広場オープンの配布みです。公園内は下車し押して移動してください。
　　　地元の農業利用者が最優先、施設設備の利用も出来ません。の配布農業利用は行わない者もおります、妨げになるような行為はご遠慮ください。が最優先、施します設の一部を大会利用者用に提供頂きました。設の一部を大会利用者用に提供頂きました。備の費用として１０００円とし申し込み先着にて駐車場所を提供します。の配布利用は行わないも多くいます。愛されるクロッサーが参加していると信じています。出来ません。ません。公園内は下車し押して移動してください。

　　　駐車場オープン周辺スポーツは大会受付にて発行します田畑になっています、田畑には決して立ち入らないで下さい。になって発行しますいます、田畑になっています、田畑には決して立ち入らないで下さい。には大会受付にて発行します決して発行します立ち入らないで下さい。ち入らないで下さい。入り口のみとなります。ら見えるように装着してくださいないで下さい。公園内は下車し押して移動してください。
　　　田畑になっています、田畑には決して立ち入らないで下さい。は大会受付にて発行します農家の財産です。の配布財産です。公園内は下車し押して移動してください。
　　　会場オープン公園から見えるように装着してください③駐車場オープンへ前から見えるように装着してくださいは大会受付にて発行します酒匂川沿っていの配布サイクリング他コース第を提示通るとゼッケンの配布田畑になっています、田畑には決して立ち入らないで下さい。を提示横断することゼッケンの配布に
　　　なり表彰順位を変更する場合がありますますの配布で黄色線での配布一カ所としフィニッシュから始めの入り口のみとなります。般道を通行し往来してください。を提示通行し往来ません。して発行しますください。公園内は下車し押して移動してください。 
　　　係員を提示配置しますので指示に従ってご利用ください。しますの配布で指示に従うことって発行しますご自身の自転車は下車して押してください。利用は行わないください。公園内は下車し押して移動してください。



①公園駐車場オープン
②有料駐車場オープン

参加者用
有料駐車場

参加者用
有料駐車場

利用不可
駐車厳禁

優先駐車場オープン
C1,CL123,CK123,U15,U17 参加者もおります、妨げになるような行為はご遠慮ください。同伴

及びゼッケンの発行は大会受付にて発行しますびゼッケンの発行は大会受付にて発行します乳幼児連れに限り表彰順位を変更する場合がありますます



③無料駐車場オープン

酒匂川沿いのサイクリングコースを通るといのサイクリングコースを通るとサイクリングコースを通るとを通ると通るとると
田畑を通過しての横断は厳禁ですを通ると通ると過しての横断は厳禁ですしてのサイクリングコースを通ると横断は厳禁ですは厳禁です厳禁です

黄色線の一般道を通って移動してください。のサイクリングコースを通ると一般道を通って移動してください。を通ると通るとって移動してください。してください。

駐車エリア
未舗装部分ですです

農業のための施設のサイクリングコースを通るとためのサイクリングコースを通ると施設
を通ると借りていますりています

農家の方が最優先ですのサイクリングコースを通ると方が最優先ですが最優先です最優先ですです

黄色い枠以外
舗装のサイクリングコースを通ると通ると路などなど
駐車厳禁です

１月の大会で田畑をのサイクリングコースを通ると大会で田畑をで田畑を通過しての横断は厳禁ですを通ると
横断は厳禁ですされた方が最優先ですが最優先ですいました。
田畑を通過しての横断は厳禁ですは厳禁です農家の方が最優先ですのサイクリングコースを通ると方が最優先ですのサイクリングコースを通ると財産です。です。
決して通らないで下さいして通るとらないで下さいさい

グリーンリサイクルセンター拡大


