
サマークロス第２戦
Summer Cross in Naganuma 

競技NO 91

1 主　催 JECX（東日本シクロクロスツアー）

2 主　管 札幌自転車競技連盟・ＮＰＯ法人SCF・北海道自転車競技連盟

3 後　援 長沼町・長沼町教育委員会・公益財団法人日本自転車競技連盟　

mistral．sports．club

4 協　賛 株式会社 ＮＩＰＰＯコーポレーション・株式会社 シマノ・株式会社 マトリックス

株式会社ロイズコンフェクト・北海道自転車軽自動車商業協同組合・ブリヂストンサイクル東日本販売株式会社

5 目　的 秋冬に限定的に開催されてきたシクロクロスを通年で楽しみ、且つ東日本広域にわたる参加者の交流を通して

シクロクロス普及発展を図る。また、夏季という持久的スポーツには厳しい環境のもと競技を行い

シクロクロスの競技力を向上させるための大会とする。

「チーム単位複合種目大会」とすることで、シクロクロスのチーム参加を促し競技力向上を図る。

「複合種目」を実施してシクロクロスのスポーツマインドを高める。

6 開催期日

7 会　場 北長沼水郷公園内特設コース（長沼町東２線北18番地）

8 開催日程

表彰

※　日程は、エントリー数により変更になる場合があります。

※　グランベルロードレースは、シケインなどを除外したコースを使用したレースです。

※　大会日程は、エントリー締め切り後、Webにて公開します。

9 開催種目・内容・競技者賛助金

クラス 定員

２０チーム

マスターズ ３０名

チャレンジ ２０名

women ２０名

U14 ２０名

キッズ ２０名

バンビ ２０名

１３：３０－１３：４５

初心者/初級者

２００1年以前誕生の女性

２,０００円/人

１,０００円/人

１,０００円/人

競技者賛助金

マデイソンレース

中学生以上男女（ロード
レース初心者、初級者）

中学生以上男女（ロード
レース上級者、中級者）

【１名編成】　　　４,０００円
【２名編成】　　　８,０００円
【３名編成】　　１２,０００円
【４名～８名】　１５,０００円

２,０００円/人

２,０００円/人

団体の部・個人の部

４,０００円/人

年齢条件など

ＪＥＣＸ（東日本シクロクロスツアー）

開　　催　　要　　項

個人種目②

団体種目

団体種目

スプリントクロス

１５分シクロクロス

スプリントクロス

２０分シクロクロス

４０分シクロクロス

３０分シクロクロス

スプリントクロス

閉会式１５：３０

開会式

団体種目

２０１５年７月２６日（日）

部門

団体の部

個人種目①

団体種目

個人の部
（シクロク

ロス）

レース クラスなど日　程

３０分シクロクロス

８：１５－８：３０

受付は、団体はチーム単位となります。

競技説明があるので必ず参加すること。

（予選）

キッズ、バンビ

women、Ｕ１４、チャレンジ

団体種目

個人種目③

受付　試走

１１：１０－１１：４０

１０：１０－１０：５０

１２：１０－１２：２０

１２：４０－１３：１０

（準決勝）

（決勝）

マスターズ

７：００－７：５０

【必須：シクロクロス】
４０分の部又は３０分の部に1名ないし2
名の参加を必須とする。
【必須：スプリントクロス】
１名ないし２名参加を必須とする。
【任意：マデイソン】
２名で編成する。
【チーム編成】
１名～８名内での編成が可能となりま
す。
いずれも中学生以上の男女

１９７6年以前誕生の男性

２００９年、２０１０年誕生の男女

２００２年～２００６年誕生の男女

２００７年、２００８年誕生の男女

８：００

８：３０－８：４５

９：００－９：１５

９：３０－９：５０

団体種目

個人種目④
１５分グランベルロー

ドレース
１４：０５－１４：２０

１４：４０－１５：１０ 個人種目⑤
２０分グランベルロー

ドレース



①個人の部と団体の部に複合参加もできます。この場合、競技者賛助金はそれぞれ負担となります。

②今回の大会では、自転車の車両規制を全クラス、シクロクロス車以外の参加を認めることにしました。

「グランベルロードレース」は、ロードバイクでの参加が可能です。

10 表　彰 【１】団体種目

３競技４種目の合計ポイントで順位づけを行う。

同ポイントのチームは「シクロクロス：４０分の部」のポイントが多いチームを上位とする。

各大会　総合ポイント１位～３位チーム

「個人種目」に該当しない方で参加希望する場合は、「チーム名」を定めて「団体の部」への参加申込みをしてください。

【２】個人種目

各クラス１位～３位

11 ポイントテーブル JECXサマークロスポイントテーブルに準ずる。 

12 参加申込及び

問い合せ・締切日 札幌自転車競技連盟・北海道自転車競技連盟　事務局長　堀江宛

ＴＥＬ 011－251－1187 FAX 011－232－4604

E-mail ： scf-2@sapporo-cf.jp URL 　http://www.hokkaido-cf.jp

13 注意事項 （１）競技に使用する自転車は公道を走行することに適している自転車であれば特に規制はありません。

各自において十分な整備のもとに大会に参加してください。

（競技に関係しない付属品等は、競技中外してください）

（2）　競技者は必ずレース中はもとよりスクーリング及び試走中もヘルメット、グローブを着用し事故の

    未然防止心がけてください。

（3）　未成年の参加者は、参加申込書内の親権者の参加同意を必要とします。

（4）　競技中の傷害については、主催者側で応急処置は行いますが、その後の処置は参加者本人の責任とします。

   （健康保険証を所有の方は大会当日ご持参ください）。

（５）　参加受付証などの発行はしません。「エントリーリスト」を受付終了日以降Webサイトにて公開します。

（６） 大会開催中における画像の肖像権は主催者側に属し、その取り扱いについて参加者からの異議申し立てはできません。

マスターズ、women、Ｕ１４男、Ｕ１４女、キッズ、バンビ、チャレンジ、グランベルロード

４0名
レース形式：クリテリウムレース
コース：シケインなどを除外した
１００％乗車可能コース
車両：ロードバイクでの参加が可能

中学生以上の男女

２０１５年　７月１３日（月）

グランベルロードレース ４,０００円/人



規格Ａ４縦

Summer Cross in Naganuma 　大会申込書
競技NO 91

問い合せ （公財）ツール・ド・北海道協会内　札幌自転車競技連盟事務局 （堀江 宛）
・申込先

札幌市中央区北５条西６丁目　第２道通ビル５F
TEL　011-251-1187 FAX　011-232-4604
e-mail scf-2@sapporo-cf.jp
ホームページ httｐ//www.hokkaido-cf.jp

※ 電話による問い合せは月曜日～金曜日の9：00～17：00までとします。

またレース開催準備などで事務局担当者が留守の場合もありますので、余裕のある日程でご連絡下さい。  

郵便振替申込先 口座番号 02770-3-40804 口座名

申込・入金締切 必着のこと
締め切日以降の申込・受付・返金は一切致しませんのでご注意下さい。

Summer Cross in Naganuma 
競技NO 91

※記載事項に不備がある場合は受付できない場合がありますので注意願います。

氏 名 （フリガナ） 性別  住 所 〒 ―

（ ） 男

女

Ｅ－ｍａｉｌ： ＴＥＬ － －

勤務先 （または学校（学年も記載）・チーム名）  生年月日 年齢（ 才）

西暦 年 月 日

⇒ － －

⇒ 参加履歴 初参加　・ ⇒

※道車連会員の方は必ずHCF会員番号を記載願います。

参加クラス （参加クラスを○で囲んでください。） ○をつけて下さい

団体種目 1名編成 2名編成 3名編成 4名～8名

15,000円

個人種目 マスターズ キッズ バンビ グランベルロードレース

1,000円 1,000円

月 日 合計 円

※ 参 加 者　　　同　意　・　承 諾 書 ※参加者が未成年の時は保護者が記入してください。

下記に、署名・捺印（サイン）の無いものには参加を認めません。

平成 年 月 日

印

主管　札幌自転車競技連盟

C
ro

s
s
 i
n

 N
a
g
a
n

u
m

a
 　

大
会

申
込

書

（郵送にて、お申し込みされる場合は下線にて切り取りのうえ、お申し込みください。また団体は団体の部申込用紙でお申し込みください。）

２０１５年　７月１３日（月）

○　大会申込み記載の内容は、札幌自転車競技連盟及び大会運営に使用され本人の承諾なくしては、他の目的に使用する事はありません。

申　　込　　書（個人種目用）

U-14women

4,000円4,000円

4,000円 8,000円 12,000円

参加形式
（該当に○をつけ

てください）

HCF会員として
ＨＣＦ

会員番号

会員以外として
今年度
参加有

今年度参加経験があり、優勝経験があ
れば右欄に○を記載願います。

競技者賛助金 振込み予定日

      上記の者が 『SummerCross in Naganuma 』 に参加することを承諾します。

　私は、大会主催者の設けた全ての規則・指示に従い、主催者に対し一切の責任を問いません。

　また、主催者側が加入した保険の範囲及び応急処置以外の責を求めません。

　今大会に関する肖像権等の権利は全て札幌自転車競技連盟にあることに同意します。

　腰ゼッケンヘルメットキャプ無返却行為についてはペナルティー（１０、０００円）を科せられる事も同意します。

2,000円

チャレンジ

2,000円 4,000円

シクロクロス大会


