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競技の様式

シクロクロスは冬のサイクルロードレース競技の一環として行われる。特別な寒冷状況を除き、いか

なる天候でも行われ、さまざまな自然障害をコースに盛り込むため競技形態は事前のものと変

わってしまうこともある。このスペクタクルな競争は２．５ｋｍから３．５ｋｍの閉じられたサーキット内で

行われる。このため、用地の確保、安全を保ちやすく、地域での複数試合が開催しやすい競技形

態である。

　単純に自転車競走の能力を競うばかりでなく、自然と変化する状況、自身に起きたトラブルへの

対処への判断能力、上半身、ランニング能力など、アウトドアスポーツの要件の多くを求めるもの

である。このため、ロードレース以上に鍛錬により、総合能力に秀でたスペシャリストが存在する。

また他の競技で抜きん出た成績を収められなかった者も、練習でそのような存在に到達することが

できるものである。

技術

スピードの頻回な変化。

コースプロフィールの変化　細かな丘、登り下り。

地面の固さ、砂、芝の深さの変化。

乗車、降車でのランニング

平均時速は２０ｋｍから２７ｋｍ

競技規定

UCI規則に従う。日本自転車競技連盟規則はUCI規則と同一である。

日本シクロクロス主催者協会 AJOCCの関わり

シクロクロスの試合は、日本自転車競技連盟が試合の準備、運営をするのではない。地域

サイクルクラブが地元の公園、農場で開催する試合を日本全国の競技カレンダー、共通競

技とし、また競技連盟の認可を得て公式試合として行うことが必要である。主催者が規則、

日程を調整する場所がAJOCCである。

運営準備

地域クラブチームが運営する。

公園の使用許可、地域競技連盟への開催届けをする。競技審判依頼。

大会プログラムの作成

競技時間

次に決められた３０分から６０分の時間に最も近い周回数を算出し、３周目から残り周回を掲示す

る。

日本国内の実力別編制の基本的考え方

1) 男女　小学生、中学生育成カテゴリー

１
AJOCC      



2) 男子１５歳以上　初級者（カテゴリー３）、中級者とジュニア（カテゴリー２）、上

級者（カテゴリー１）

3) 女子１５歳以上　初級者（カテゴリーＬ２、Ｌ３）、上級者とジュニア（カテゴリー

Ｌ１）

4) マスターズ　４０歳以上　男子　女子

昇格、降格、カテゴリーの移動について　実際の運用：会議の結果日本では人数調整のた

め、下の表のように変えています。

カテゴリー３の上位１０％は次回はカテゴリー２へ参加する。

カテゴリー２の上位１０％は次回はカテゴリー１へ参加する。

カテゴリー１で周回遅れとなったもの、下位１０％は翌年カテゴリー２へ参加する。

カテゴリー２で周回遅れとなったもの、下位１０％は翌年カテゴリー３へ参加する。

カテゴリー３、２、Ｌ２、Ｌ３はマウンテンバイクでの参加を許可する。日本自転車競技

連盟に登録してなくてよい。

カテゴリー１、Ｌ１、ジュニアは日本自転車競技連盟に選手登録をすること。国内選手権

に参加できる。

シクロクロス　日本国内カテゴリー区分表   2014-2015シーズン

クラス 2015 年 1 月１日

の年齢

UCI カテゴリー 国内カテゴリー制限

女子 初心者、ホビー 30 分 L2: 30 分

女子 （17歳以上

　-1999）

40 分 L1: 40 分

ユース １５、１６歳
2000-2001

３０分 カテゴリー 3: ３０分

ジュニア １７、１８歳
1998-1999

４０分 カテゴリー 2: ４０分

アンダー
23

１９ー２２歳
1994-1997 

５０分 カテゴリー 1: ６０分

エリート ２３歳以上
-1993 

６０分 カテゴリー 1: ６０分

マスターズ 40歳以上

-1975自己申告

30 分 M: 30 分
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試合運営

　標準タイムテーブル

AM9:00 －　受付　スタートサイン、ゼッケン配布

AM10:00 -10:30 30分間カテゴリー３、Ｌ３、Ｌ２、マスターズ　混合

AM10:50- 11:30 40分間　カテゴリー２、Ｌ１

AM11:40-12:00 小学生、中学生

12:00-13:00 　カテゴリー１

各試合ごとにゴール直後に表彰式

審判規定　

UCI規則に従う

国内地域試合は国内２級審判、国内３級

国内選手権は国内１級審判２名

国際試合UCI class2は UCI審判１名　国内１級審判２名

３
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集計、計測

集計は日本独自のプログラムを使っている。microsoft accessで書かれている。

コンピューター計測だけでなく必ず、手書きの記録も併用する。

選手がゴールラインを通過するごとに番号

を手書きする。

１位の選手の通過タイムを右端の欄に記録

する。

４
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２周目の１位の通過タイムを記録

１位はいつも周回表の先頭で書く。

この試合例は男子Ｃ２と女子Ｌ１の混合競

技である。

　Ｃ２の１，２，３位、Ｌ１の１，２，３

位は目印をつけておく。

　周回おくれとなった選手にも目印をつけ

る。

3周目、４周目　５，６、、の予想通過時

間を書く。

選手が３周目にきたときには　ボードで

「残り何周」を示す

競技が終了したら、先頭から、順番を拾う

５
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ゼッケン

ボディナンバー　高さ１８ cm　幅１６ｃｍ　字高１０ｃｍ　字幅 1.5cm　

広告　下の高さ6cmまで

肩　高さ 11cm  幅 12ｃｍ　字高7ｃｍ　字幅 0.8cm　広告　下2cm

６
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ボディナンバー

18cm 12 12cm

SHINSHU CROSS 6cm

16cm

字高　１０ｃｍ　
文字太さ
1.5cm

11cm 12 9cm

SHINSHU CROSS 2cm

肩　2組

字高　７ｃｍ　
文字太さ
0.8cm



コース

サーキット

2.5 から 3.5km の周回路。９０パーセントが乗車可能な区間である。

標高差は２５メートル以内がよい。平均時速は 20 ｋｍ/時から 27km/時までで、８から１０周廻る。

あまりにもランニングコースが多いと時速１５－１７ｋｍになってしまう。コースは誰もが納得できる必

要がある。極端なものは避ける。

チーム、オルガナイザー、選手それぞれはいかに観客に見せるかを考えないといけない。

コースデザイン

コースはカーブを入れ、技術的要素を必要とさせ、下りが速くならないようにする。方向を変え、１

箇所で何回も選手が見られるようにする。コースの幅は５ｍを保つ。設計の際、試走してみること。

このコースはこの地点で、左をターンしてくるところと、周回が進んだ先で右側を帰って来るところ

が２回見られる。写真　柳川雅夫

７
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ピットエリア　ピットボックス

ロードレースでは、チームメカニックが機材故障に対応することが認められている。このため、指定

された機材交換、修理場所のための区間がコース上に設けられている。１９９７年まではコース内

であったが、現在は F1 レースのようにコースから一度外れて機材交換を行う場所が２箇所もしくは

対面通行を利用して１箇所で２回対応できるダブルピット区間が設けられている。国際レースの上

級の試合では必ずダブルピットである。

８
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オブストラクション(障害物）、プランクス(板）、（シケイン）

コース上に降車区間を目的として設けられる障害板。木製の板で、高さは４０ｃｍのものがコース幅

全体に４メートル間隔で２枚設置される。2011 シーズンからは、もっと低いもの、間隔も変えてよい

ことになった。日本国内では減速地点として設けられた歴史からシケイン（chicane 　サーキットの

自動車レースにおける減速のための小カーブの連続区間）と呼ばれることがあるが一般的でない。

女子、ジュニアレースでは障害物は外すか、脇をショートカットさせて通すことが望ましい。１周に６

箇所まで設けることができる。運営上広告価値が高い。
写真　柳川雅夫

ランニング区間の設置

４ｍ間隔で２枚の障害板をコースに渡す。

登りは８パーセントくらいの中くらいにする。

自転車でもランニングでも通過する時間が同じ時はふたつの技術を選択できる。

９
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スタート

幅は６ｍ以上。最前列に８人が並べるように格子を地面に書いておく。幅は 75cm. 一旦スタート後

方に選手を集め、前列でスタートすることがふさわしい者を呼び出して順に並べる。

最前列にテープを渡すこともある。

写真　久保信人

最初のコーナーまでは３００メートルから５００メートル, 距離は幅８メートルを保つこと。スタート直後

に急カーブを置いてはいけない。

１０
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コースの設計

最大の力を必要とする箇所の後には回復の箇所を置く。

ピットを右渡しにするためには時計回りがよい。

地面の状況

登り、下り

自転車とランニング

進行方向を変えることで

コースの明確化

コースははっきり分かるようにガードされなければならない。

スタート；幅６ｍ　平坦５ｍ　カーブ　2.5m

障害板の設置場所では 3-4m

大きな大会では、コースに並行する練習コースを設ける。

写真　柳川雅夫
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試合を盛り上げる演出

障害板の設置は競走を面白く見せることもあれば、つまらないものにすることもある。

女子、ジュニアでは障害板は設置しないことが推奨される。板によるものは１箇所で高さは 40cm 
以下４～６ｍ間隔で２枚である。そのほかの形式のものを含め６ヶ所の障害物が設定できる。丸太

などの障害は１箇所の全長が８０ｍ以内であること。

板ではない形は６箇所以内
写真　柳川雅夫

板は１箇所のみ。観客の多いところに作る。
写真　柳川雅夫

形態 コースの作り方

舗装路 500m 　幅６ｍのなかで 150 をゴール区間に

する

森と草原の間にあるとよい。

草原 400m 平坦　550m 丘　幅５ｍ 平行コースを練習用に設ける。

森の下り 次と同じ テクニックの差が出るように

道路 最低 2m50cm幅、乗車可能な十分な幅 草原と森の間でリズムを変える。

ピット ダブルピット１箇所もしくはシングル２箇所。 

50m程度
ダブルピット１箇所がよい。

義務 トレーニングコースを 2m50cm幅で平行させ

る。スタート３０分前まで本番コースは立ち入

らせない。

禁止事項 自転車に乗れない下り。下り階段は、本コース、練習コース、観客いずれもな

いように。

粘土質は避ける

全面凍結、全面泥の実行不能なときは中止もやむを得ない。

１２
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機材用ピット

できればコースの右側で。やむをえないときは左で。始めと終わりは黄色い旗で示す。

公式試合では柵でしきる。

１３
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2m

競走コース　進行方向

ピットの始ま

り
ピットの終わり

50m



草地ではコースを大きく蛇行させる

同じ場所で２－３回選手の通過を見ることができる。写真　柳川雅夫

ランニングセクション

自転車が乗れない未舗装路

気候状態によっても変わる。このことから、未舗

装部分が長くなりすぎないように気をつける。

１箇所は 80メートル以内、全体で 250-350メー

トル以内にする。

傾斜が 25%以上のがけ、凍結斜面を登らせる

には木の支えを 40cmごとに入れて階段にする。
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コースの囲い

くいとネットバリアーによる

柵による
写真　いずれも柳川雅夫

くいとロープによる。

ゴールはくいと柵で観客がコースに倒れないよ

うにする。

ワールドカップ　チェコはプラスチックの網で　　ワールドカップスペインでは杭とロープによる。

１５
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くいは 1.2m 長　。カーブでは 3m 間隔、直線で

は 5m 間隔

ロープのほか、注意するところは帯状のテープ

を張る。

落車したとき滑走してコース外に出そうなところ

は、選手の保護のための柵が必要である。世界

選手権、ベルギー、オランダでは鉄柵を使うが、

多くの試合は杭とロープだけである。

風の強いところ、見晴らしの悪いところでは、低くテープを張る。

歩行者の横断

写真　いずれも柳川雅夫

コースを高い防護壁で囲い、横断箇所を示す。

分かりやすいかっこうの係員を配置する。
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フィニッシュライン

写真　柳川雅夫

表彰台

写真　久保信人
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チームボックス

コンテナが用意される。２チームで共用であっ

たり、ランキング上位にしか与えられないことも

ある。

通常、電源はきておらずヒーターも使えることは

ない。

ワールドカップコース（ベルギー 2011)

１８
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周回チェックシート

日付　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

試合名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サイン                                         

カテゴリー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   Page                                             

ゼッケン番号を通過順に書く

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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