
ざおうさまCUP 東北シクロクロス2020 UCI Class-2/JCX #9
ZAO-SAMA CUP TOHOKU CX 2020 Class-2/JCX #9

開催要項 / Technical Guide

東北シクロクロス協会 / TOHOKU Cyclo-cross Association

2020年1月19日(日) / Jan. 19,2020
宮城県蔵王町・蔵王町総合運動公園 / Zao Sports Park,Miyagi



大会名：ざおうさまCUP 東北シクロクロス 2020 UCI Class-2 / JCXシリーズ第9戦
主催：東北シクロクロス協会
共催：蔵王町、蔵王町教育委員会、一般社団法人日本シクロクロス競技主催者協会
協力：一社団法人蔵王町観光物産協会、公益財団法人宮城県柔道整復師会、
　　　　　わたり接骨院、有限会社伊藤モータース
後援：宮城県、TBC東北放送、ミヤギテレビ、KHB東日本放送、仙台放送、エフエム仙台、河北新報社
公認：公益財団法人日本自転車競技連盟
開催種目：シクロクロス
　　　　　　　 UCI Class-2 Event、JCXシリーズ第9戦、東北シクロクロスシリーズ第4戦
開催日程：2020年1月19日(日)
開催場所：蔵王町総合運動公園（宮城県刈田郡蔵王町曲竹字河原前1-61 ）
タイムスケジュール：

     

　　
　　　
ライセンスコントロール：キッズ、キンダー以外の選手は受付時ライセンスコントロールを行う。　　
競技規則：最新のUCI競技規則およびJCF競技規則を準用、ならびに本大会特別規則を適用する

車両規定：最新のUCI競技規則およびJCF競技規則に準じる車両を使用してください。

服装規定：最新のUCI競技規則およびJCF競技規則に基づく物を着用すること。
　　　　　　　 アームウォーマー、レッグウォーマーは着用可とする。ただし、筋肉補強機能衣類は認めない。
　　　　　　　 ヘルメットは公認されたものを正しく装着すること。また強く衝撃を受けたものは使用できない。
　　　　　　　 ボディナンバーは腰（中央）、両腕（正面向）の3ヶ所とする。
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2020年1月18日（土）

13:00 - 14:00 UCIコミッセール コースインスペクション

14:00 – 16:00 公式練習

2020年1月19日（日）

07:00 – 07:50 UCI男子ジュニア 公式練習、AJOCCカテゴリー 受付・試走

08:00 - 08:45 UCI男子エリート、女子エリート、男子ジュニア ライセンスコントロール

08:10 - 08:40 カテゴリー４ レース(30分)

09:00 – 09:30 カテゴリー３、マスターズ2+3、カテゴリーL2+3 レース(30分)

09:50 - 10:30 UCI男子ジュニア、カテゴリー２、マスターズ１ レース(40分)

10:45 - 10:50 UCI男子ジュニア 表彰式

10:50 – 11:00 キッズ3、キッズ2、キッズ1 レース(10分)

11:00 – 12:00 UCI男子エリート、女子エリート ライセンスコントロール

11:20 – 11:25 キンダーガーデン レース(5分)

11:35 - 11:50 ざおうさまCUP UCIレース オープニングセレモニー、水越ユカ応援ミニライブ

12:00 – 12:30 AJOCCカテゴリー 表彰式

12:00 – 12:45 UCI 男子エリート , 女子エリート 公式練習

13:00 – 13:50 UCI 女子エリート レース (40-50分)

14:00 – 14:10 UCI 女子エリート 表彰式

14:25 – 15:30 UCI 男子エリート レース (60分)

15:40 – 15:50 UCI 男子エリート 表彰式
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Athletic ground

Athletic ground

Distance：2.7Km
the course is 2.700 m long, 
overall flat and includes following sections 
-meadow 1500 m  
- Athletic ground 1000 m 
- asphalt road 200 m 
- Total 2700 m 
   There is one double pit area on the course 
   equipped with water and 3 high pressure 
   cleanings.

キッズコースショートカット

コールアップ：コールアップは各カテゴリーともにスタート8分前より招集エリアにて行う。
　　　　　　　　コールアップ順は、UCI男子エリート、UCI女子エリートおよびUCI男子ジュニアは最新のUCIランキング順、
　　　　　　　　ランダムとする。
　　　　　　　　CM1はJCXシリーズランキング順、東北シリーズランキング順、ランダムとする。
　　　　　　　　他のカテゴリーは東北シリーズランキング順、ランダムとする。

周回数：周回数は先頭ライダーのラップタイムを元にレース中に発表する。残りの周回数は周回板を見て
　　　　　  各自確認すること。
　　　　　  UCI男子エリートおよびUCI女子エリート以外のカテゴリーの周回遅れの選手は、先頭ライダーがゴールした後は
　　　　　　新たな周回には入れない。
　　　　　　ただし、周回遅れであってもDNF扱いとはしない。

80%ルール：UCI男子エリートおよびUCI女子エリートは80%ルールを適用する。
　　　　　　　　　それ以外のカテゴリーについては80%ルールは適用しない。

ピットエリア：ピットエリアは1選手に対して、2名までのアテンダントが入ることができる。
　　　　　　　  ピットエリアの使用区分はピットボックスを設けず、フリーとする。
　　　　　　　　ピットレーンは自転車や車輪の交換および機材的補助のみに使用できる。
　　　　　　　　ピットエリア内での電話、撮影は禁止します。

その他：1)大会役員、係員の指示に従って下さい。従わない場合は、出走停止、リザルト剥奪等を行う場合があります。
          2)異議の申し立ては受け付けない。
　　　　　3)未成年者の参加においては、親権者の参加の同意を必要とします。
　　　　　4)参加受付証の発行はいたしませんので、受付終了日以降にwebにてエントリーリストをご確認下さい。
　　　　　5)テクニカルガイドの内容以外の変更事項は、当日コミュニケボードにて発表しますので、必ず確認すること。
　　　　　6)天候の急変、重大事故が発生した場合等、競技続行不可能と判断した場合は、競技中、競技前に関わらず
　　　　　　競技を中止にします。その場合でも参加費の返却は行いません。
　　　　　7)競技中における負傷疾病等については、大会救護部に於いて救急初期手当は行いますが、治療に関しては
           直接医療機関へ受診すること。救急搬送に伴い医療機関での治療を受けるためにも、健康保険証を必ず持参
           する事。
　　　　　8)大会会場内は火気厳禁です。ゴミは各自必ずお持ち帰りください。
　　　　　9)大会開催中における、画像・映像・音声等の肖像権は主催者側に帰属します。
　　　　　10)大会会場における盗難・障害などの事故・事件等は各自の責任とします。

コースマップ：
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【大会役員】
レースディレクター：菅田 純也

総務：鈴木 裕

コースマネージャー：三浦 孝司

UCIチーフコミッセール：久保 国恵

コミッセールパネル：小島 健佑、大泉 裕之、広瀬 新一

フィニッシュジャッジ：小島 健佑、広瀬 新一

セクレタリ：西野 匡持

タイムキーパー：鈴木 かほり、服部 泰典、高橋 あい子、大泉 優花

80%：菊池 津根徳、細井 佐代子

アッシャー：菊池 津根徳、細井 佐代子

ピットコントロール：大泉 裕之、高橋 和由

ドクター：佐野 望

【近隣の病院】
　蔵王町国民健康保険蔵王病院
　〒989-0821宮城県刈田郡蔵王町大字円田字和田130　TEL: 0224-33-2260

【アクセス】
　自動車東北自動車道 白石ICより 約10分（6.0Km）
　交通機関 JR白石駅よりバスで「宮小学校経由・ロイヤルホテル」行き 約25分、「曲竹」下車 徒歩5分

【公式サイト】
　http://tohoku-cx-project.com


