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１．競技役員一覧/Technical Officials: 

  総務委員長       早坂 和広 

  総務委員        菅田 純也、松本 里香、澤田 雄一、三船 雅彦、長田 裕則 

  チーフ・コミッセール  松倉 信裕 

   競技委員長       田中 比呂喜 

  コミッセール・パネル  炭竃 純一、大山 智 

  フィニッシュジャッジ  炭竃 純一、星 進一、只野 悟、関沼 孝幸 

   （８０％ゾーン）      田中 比呂喜、片桐 朋生、加藤 稔 

  セクレタリー      森谷 英生、三澤 勝成、西野 匡持 

  ラップカウンター    児玉 敬介、大山 智 

  スターター       阿部 正宏 

  アッシャー       鈴木 裕、富澤 匠、細川 陽介 

  ピットコントロール   野本 未築二、早坂 寛利、浦山 泰洋 

  コースマーシャル    大泉 真哉、宮崎 優花、三浦 孝司、大場 恒夫、菊池 和彦、佐藤 正博 

              岡田 富夫、加藤 富雄、佐藤 文男、渡辺 一彦、畠山 和也 

  受付・賞典       鈴木 裕、武内 典子、野本 史 

  アンビランス（救護）  高橋 博達、竹田 徳彦 

  ＭＣ          芦田 千里 

  リードＤＣＯ       坂本 陽一 

  ＤＣＯ         本田 昭二、鈴木 聡、安達 佳子 

  シャペロン       山田 長作、国分 択磨、中川 智恵子 

 

 

２．ライセンスコントロールの時刻変更について/Time for License control: 

 ライセンスコントロール・ゼッケン配布の時刻を 15:30-16:30 に変更いたします。 

 ライセンスと着用ジャージをご持参の上受付にお越しください。 



第２０回 全日本シクロクロス選手権大会 
2014 JAPAN Cycle-Cross National Championships 

兼 2015 年シクロクロス世界選手権代表候補選手選考会 14 DEC.2014 2014/12/14（日） 
宮城県柴田郡村田町スポーツランド SUGO 国際モトクロスコース Sportsland SUGO,MIYAGI Pref. JAPAN 

 

主催：公益財団法人 日本自転車競技連盟 

主管：宮城県自転車競技連盟, TOHOKU CX Project実行委員会 

後援：村田町, 公益財団法人ＪＫＡ 

 

この大会は、競輪の補助を受けて実施しています。 

http://ringring-keirin.jp 

 

2014/12/9 

                 Communiqué 1                 1-2 

３．スタートリストのゼッケン No.について/Body number and starting order: 

 各カテゴリーのエントリーリストについて以下の順位付けで決定します。 

  １）2013 年大会の優勝者 

  ２）UCI ランキング （2014/12/2 更新） 

  ３）JCX シリーズランキング (2014/12/2 更新） 

  ４）AJOCC ランキング (2014/12/2 更新） 

  ５）ランダム 

 ゼッケンは両肩（上腕の外側）に 1 枚ずつ、腰に 1 枚の合計 3 枚を着用して下さい。 

 なお、ゼッケン取り付けに使用する安全ピンは参加者各自で予め用意して下さい。 

 （貸出用は多少用意しますがレース後は必ず返却して下さい。皆さまのご理解ご協力をお願いいたし

ます） 

 

４．80％規則の適用について/Application of 80% rule: 

 男子エリートのみ 80％規則を適用します。 

 80％ゾーンで競技終了の勧告を受けた順にリザルトに記録します。 

 80％ゾーン以外でのレース棄権は DNF（リザルトなし）となります。 

 80％ゾーンの設置位置は最終コーナー付近を予定しています。 

 （大会前日のチーム代表者会議で正式決定の場所をお知らせします）。 

 

５．女子・男子 U23・男子ジュニアの周回遅れの取り扱いについて/Lapped riders: 

 女子・男子 U23・男子ジュニアについては、80％規則は適用しません。 

 周回遅れになった場合でもレースは継続できますが、他の競技者の走行に支障を与えることないよう

走行レーンを譲るなどの配慮をして下さい。 

 周回遅れになった選手は最終周回に 80%ゾーンでレースを終了→フィニッシュといたします。 

 

６．ピットエリアの優先権について/ allocation of team pits 

 ピットエリアについては全選手自由選択とします。 

 お互いに譲りあって使用して下さい。 

 ピット入場の際には ID を必ず着用して下さい（未着用の場合は入場を認めません）。 

 ピットに持ち込み交換機材についても検車を行います。 
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７．ピットのコンセント（電源）ならびにピットへのプライベート洗車機持ち込みについて 

  Use of electric power and water for washing machine 

 ピット内にあるコンセント（電源）は使用不可とします。 

 洗車機は主催者側で 3 台用意いたします。 

 なおプライベート洗車機の持ち込みを認めますが、洗車に使う水は各自でご用意下さい。 

 （主催者が用意する洗車機用の水は使用出来ません） 

 

８．スタート進行について/Assembling before the start 

 スタート前の出走サイン記入は行いません。 

 スタート時刻 15 分前を目処に招集エリアに集合して下さい。 

 招集エリアに集まった際に「摂取医薬品リスト」を DCO 担当者へ提出して下さい。 

 スタート時刻 10 分前よりコールアップを開始します。 

 コールアップはゼッケン No.順に行い、ゼッケン着用状態の確認ならびに検車（タイヤ幅の確認）を

受けた後、任意のスタートレーンに並びます。 

 スタート 2 分前のアナウンスでチームスタッフはスタートエリアから退場して下さい。 

 スタート 1 分前のアナウンスで選手は防寒着を脱ぎスタート出来る服装になって下さい。 

 スタート 30 秒前以降は片足を接地状態で待機願います。 

 不正スタート（フライング、スタンディング状態でのスタート）した選手がいた場合は不正スタート

した選手を失格→除外した後、再スタートとなります。 

 

 

    チーフ・コミッセール 松倉 信裕 

   競技委員長 田中比呂喜 


