
2022-23 前橋シクロクロス大会 第２戦 要項 

 

１  趣    旨   本大会を開催することで、子供からシニアまで幅広くサイクルスポーツの楽しさを実感してもらい        

本市の自転車競技の普及を図る。 

２  主   催  公益財団法人前橋市まちづくり公社 

３  後   援  前橋市 

４  協   力  CycleClub.jp 

５  会   場  岩神緑地（オフロードサイクルコース）【全長約2km～2.5km周回コース】 

（日本トーターグリーンドーム前橋第６駐車場北） 

6   開催日時   2023年2月19日（日） <荒天中止> 

 受付  午前7時00分 ～ 

 開会  午前8時00分 ～ 

 競技  午前8時15分 ～ 午後3時15分 

7  募集定員  390名 

8  申込期間  2023年1月18日（水）～ 2023年2月10日（金）※ワンコインレースは当日受付  

9  申込方法  申し込み方法は公式サイトを参照 公式サイト「https://maebashicx.com」 

        申し込み方法 スポーツエントリー 

10 参加資格  各カテゴリー参加資格のとおり 

11   表     彰    各カテゴリー「第1位、第2位、第3位」に賞状・副賞 

        ※キックバイクレースは全員に賞品 

12   カテゴリー 

カテゴリー 競技

時間 

募集

人数 

参加資格 

Ｃ３ 30分 60名 AJOCCカテゴリーC3資格者で15歳以上の男性 

Ｃ４ 30分 60名 AJOCCカテゴリーC4資格者で中学生以上、又は（ajocc初参加） 

ＣM２ 30分 50名 AJOCCカテゴリーCM２資格者で35歳以上の男性 

ＣM３ 30分 50名 AJOCCカテゴリーCM３資格者で35歳以上の男性 (ajpcc初参加） 

TOP CLASS 40分 30名 
自転車競技経験者の男女 

※AJOCCカテゴリーC1、C2、CM1、CL1推奨 

WOMEN’S CLASS 30分 30名 自転車競技経験者で中学生以上の女性 

トラッククロス 30分 30名 自転車競技経験者で中学生以上の男性・女性 

『BIKE HEROES MAEBASHI』

AKAGI 
10分 20名 小学校５、６年生（自転車競技歴があり、オフロード走行経験者） 

『BIKE HEROES MAEBASHI』

HARUNA 
10分 20名 小学校３、４年生（自転車に乗り、一人でコースを走れる方） 

『BIKE HEROES MAEBASHI』

MIYOGI 
10分 20名 小学校２年生以下（自転車に乗れる方※小学生以下も参加可能） 

『BIKE HEROES MAEBASHI』

キックバイクレース 
5分 20名 2歳以上の未就学児童の男女 

ワンコインレース 15分  自転車に乗れる方（当日受付） 

※キックバイクレース・ワンコインレースは計測はなし。 



13   参加料   ① 中学生以上         ￥3,000- 

   ② 小学生以下                       ¥ 1,000- 

   ③ ワンコイン            ￥500-（※当日受付） 

14  大会タイムスケジュール 

時刻 内容 競技時間 

6:00 ～ 駐車場開放  

7:00 ～  8:00 試走 【60分】 

7:00 ～ 参加者受付 各レーススタート1時間前まで  

8:00 ～  8:10 開会式 【10分】 

8:15 ～  8:45 第1レース  CM3 (AJOCCカテゴリーレース) 【30分】 

9:00 ～  9:30 第2レース  CM2 (AJOCCカテゴリーレース) 【30分】 

   9:45 ～ 10:25 第3レース  TOP CLASS 【40分】 

 10:40 ～ 10:50 『BIKE HEROES MAEBASHI』AKAGI 【10分】 

11:00 ～ 11:10 『BIKE HEROES MAEBASHI』HARUNA、MIYOGI 【10分】 

11:25 ～ 11:30 『BIKE HEROES MAEBASHI』キックバイクレース 【5分】 

11:30 ～ 12:00 試走 【30分】 

12:00 ～ 12:15 第4レース ワンコインレース 【15分】 

12:30 ～ 13:00 第5レース トラッククロス 【30分】 

13:15 ～ 13:45 第6レース WOMEN’S CLASS 【30分】 

14:00 ～ 14:30 第7レース  C３(AJOCCカテゴリーレース) 【30分】 

14:45 ～ 15:15 第8レース  C４(AJOCCカテゴリーレース) 【30分】 

※大会タイムスケジュールは、申込状況により変更する場合がある。 

 

15  競技規則   【AJOCCカテゴリーレース】  

・JCF競技規則による、AJOCC（日本シクロクロス競技主催者協会）共通カテゴリー制を採用する。 

 https://www.cyclocross.jp/about/ajocc.html#rule 

   ・初参加で中学生以上の男性は、C4もしくはCM3（35歳以上）にエントリーすること。 

   ・2022-2023シーズンの年齢規定については、2023年中に達する年齢とする。 

    ・スタート順は大会直前までのUCI獲得ポイント順・JCX獲得ポイント順、AJOCCランキング 

     順とする。フラットバー、MTBは最後尾とする。 

  ・過去にAJOCC加盟大会に参加経験のある者にはAJOCC選手番号と参加可能カテゴリーが割 

   り振られているので必ずエントリー時にAJOCC選手番号を記入すること。 

 

【BIKE HEROES MAEBASHI】 

・大会特別規則により開催とする（非AJOCCレース）。 

・キックバクレース 

‣ペダル付き自転車での出走は不可とする。 

 ‣すべての参加者に賞品を授与する。 

 ‣自力での走行が困難な場合、保護者のサポートを許可する。 

 



【一般レース】 

・大会特別規則により開催とする（非AJOCCレース）。 

・TOP CLASS 

 ‣小学生以上の男女を対象とする。 

 ‣フラットバー及びMTBの出走は不可とする。 

‣小・中学生で参加希望がある場合、競技強度の観点から20分程度で降車とし、表彰対象外とす 

る。 

         ・WOMEN’S CLASS 

                            ‣中学生以上の女性を対象とする。 

・トラッククロス 

‣中学生以上の男女を対象とする。 

‣固定ギアのみとする。（フリーギアのシングルスピードは出走不可） 

          ・ワンコインレース 

          ‣受付・参加料の支払いは当日行う。 

          ‣キックバイクを含むすべての自転車で参加可能。 

          ‣表彰及びリザルト掲示は行わない。 

 

【全カテゴリー共通】 

・参加者受付は各レース開始１時間前までとする。 

・表彰は各レース終了後速やかに行う。カテゴリーともに上位3位までとする。 

 

16 大会規約  ・大会に関しては各自の責任で処理すること。 

      ・競技中及び大会行事の開催中に負傷または死亡事故が発生した場合、参加者及び家族保護           

者等の関係者は、その原因の如何を問わず大会主催者のかける傷害保険（競技中の事故のみ             

適用）の他は主催者及び大会関係者に対して補償請求をすることはできない。 

      ・競技中の事故等の応急措置は主催者対応する。それ以外については各自の責任において対             

処すること。 

 ・必ず硬質自転車専用ヘルメットを着用すること。 

 ・会場移動等で一般道を使用の際は、必ず交通法規マナー等を守ること。 

 ・当日のコース状態や天候の変化等、やむを得ない場合、競技の縮小や中止の場合がある。 

 ・必ず受付登録した本人が出走すること。（代理出走等は不可） 

・危険と思われる箇所や、緊急事態発生時には必ず大会関係スタッフ等への報告を行いその指            

示に従う。 

・競技上の諸注意、その他については開会式において連絡するので必ず参加すること。 

・大会運営や他参加者の安全確保に支障をきたすと主催者が判断した場合、競技を中止または            

中断する場合がある。 

・ゴミは全て各自で持ち帰ること。 

・一旦納付された参加料は如何なる理由であっても一切返金はしない。 

・駐車場でのトラブルについては主催者側は一切関与しない。 

  ・本大会は参加者、スタッフの健康と安全確保のため、大会規模の縮小や３密の回避、ソーシャル 

ディスタンスの確保等、新型コロナウィルス感染症への対策に基づいた大会運営をおこなう。                                                                                                                               

・コロナウィルス感染症により突然の開催中止、延期となる場合がある。 



・会場内ではマスクを着用すること。走行中は不要。 

・大会出場中の映像・写真・記事・記録等の、テレビ、新聞、雑誌、インターネット等へ掲載権は催 

者に属する。 

 

 

17 問合せ先（大会事務局） 

公益財団法人 前橋市まちづくり公社 スポーツ健康部 スポーツ振興課 

〒371-0051 前橋市上細井町２１９２ 

 TEL: 027-289-4764 （平日/午前９時００分～午後５時） FAX：027-289-4765  

 公式サイト https://maebashicx.com  

 


