
なかい誕生誕生 110 年記念大会　湘南シクロクロス第シクロクロス第第 1 戦　中井中央公園
2018/12/2（日曜日）

神奈川県足柄上郡中井町比奈窪５８０

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　中井町商工振興会
後援　中井町
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　和協産業株式会社
　　　サイクロン　BIKE SHOP SNEL 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）の配布選手はライセンスを提示してくださいは大会受付にて発行しますライセンス第を提示してください提示してくださいして発行しますください誕生
　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誕生

 ２　タイムス第ケジュールの配布提示してください

受付終了 召集 開始 終了 競技内容 競技時間（めやす）めやす）

- - 7:00 - 駐車場オープンオープン -

- - 7:20 - 選手はライセンスを提示してください受付にて発行します開始 -

- - 7:30 8:20 試走

8:00 8:20 8:30 8:45 CK1/CK2/CK3

8:20 8:50 9:00 9:30 C4A

9:05 9:35 9:45 10:15 C4B

9:50 10:20 10:30 11:00 C3/U17

10:35 11:05
11:15 11:55 CM1

11:16 11:46 CM2/CM3

- - 12:00 12:25 試走

12:00 12:30 12:35 13:15 C2/CJ

12:00 13:20
13:25 14:05 CL1

13:26 13:55 CL2/CL3

12:00 14:10 14:20 15:20 C1

8:15以降 新規周回禁止

レース第1 10分/15分

レース第2 30分

レース第3 30分

レース第4 30分

レース第5
40分

30分(時差)

12:20以降 新規周回禁止

レース第6 40分

レース第7
40分

30分(時差)

レース第8 60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してください表彰する
　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してください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

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誕生て発行します
　　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誕生
　　先頭選手はライセンスを提示してください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ライセンスを提示してください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ライセンスを提示してくださいは大会受付にて発行します先行選手はライセンスを提示してくださいの配布走行を提示してください妨げないよう、速やかに追い抜きできるようラインを外すげない誕生よう、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誕生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してください外すす
　　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してくださいお願いします願いしますい誕生します
　③レース レース第 4 C3/U17
　　両カテゴリ同時発走で行い誕生、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 C3、U17 の配布順
　⑤レース レース第 5 CM1 CM2/CM3
　　CM1 先行で 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 CM1 40 分相当、CM2/CM3 30 分相当で個別管理とゼッケンの配布する
　　CM2/CM3 が先にゴール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の配布でご注意ください注意くださいください誕生
　　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 レース第 ６ C2/CJ
　　両カテゴリ同時発走で行い誕生、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 C2、CJ の配布順
　⑦レース第 ７ CL1 CL2+CL3
　　CL1 先行で 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 CL1 40 分相当、CL2+CL3 30 分相当で個別管理とゼッケンの配布する
　　CL2+CL3 が先にゴール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の配布でご注意ください注意くださいください誕生
　　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
 



５　コース第ガイド
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６ 会場オープン詳細
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７　駐車場オープン案内
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一般の来園者優先の配布来園者優先
利用は行わないしない誕生でください誕生

◆南シクロクロス第側駐車場オープン◆
選手はライセンスを提示してください・観戦者の配布かたは大会受付にて発行しますこち入り禁止ら見えるように装着してくださいを提示してください
ご注意ください利用は行わないください誕生。

駐車場内のテント設営は禁止です。テント設営は禁止です。は禁止です。禁止です。で荷下ろし用駐車場す。
公園内の配布自転車走行は大会受付にて発行します禁止です。道路を提示してください自
転車で移動する場合は交通ルールを遵守しする場オープン合がありますは大会受付にて発行します交通ルールを提示してください遵守しし
、車両・横断者などに十分ご注意ください注意くださいください誕生
。

◆臨時駐車場オープン◆
南シクロクロス第側駐車場オープンが満車の配布際
随時利用は行わないできます。

◆野球場オープン駐車場オープンは大会受付にて発行します駐車できません◆
駐車場オープン全体を大会エリアとし駐車できません。を提示してください大会エリアとし駐車できません。とゼッケンの配布し駐車できません。

チームテント、サイクルフリーマーケット一時駐車
8時まで荷下ろし用は行わないに一時利用は行わないできる駐車ス第ペース第
を提示してください設けます。譲り合ってご利用ください。けます。譲り合ってご利用ください。り表彰順位を変更する場合があります合がありますって発行しますご注意ください利用は行わないください誕生。


