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各クラス登録資格設定クラス登録資格設定登録資格設定
これら各クラス毎に設定されている基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能で各クラス登録資格設定クラス登録資格設定毎に設定されている基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能でに設定されている基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能で設定されている基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能で基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能でを満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能で満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能でたしたものが、それら各クラス毎に設定されている基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能での各クラス登録資格設定クラス登録資格設定に設定されている基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能で登録が可能でで
ある基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能で。
共通基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能で
1) UCI 規定 14 才以上の年令の年令(当該年 12 月 31 日現在 14 才以上の年令)の公益財団法人日本自転車競技連盟
競技登録者（通年）であり、ＪＣＦマウンテンバイク・チーム登録手続きを済ませた競技者。であり、ＪＣＦマウンテンバイク・チーム登録手続きを済ませた競技者。マウンテンバイク・チーム登録手続きを済ませた競技者。登録手続きを済ませた競技者。きを満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能で済ませた競技者。ませた競技者。
2）であり、ＪＣＦマウンテンバイク・チーム登録手続きを済ませた競技者。ここでいうナショナル・ランキングとは、毎年ナショナル・ランキングとは、毎年とは、毎に設定されている基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能で年 1 月 1 日より 12 月３１日までの期間にに設定されている基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能で
於いて、ＪＣＦランキング制度に基づく該当大会ポイント集計によるものである。いて、ＪＣＦマウンテンバイク・チーム登録手続きを済ませた競技者。ランキングとは、毎年制度に基づく該当大会ポイント集計によるものである。に設定されている基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能で基づく該当大会ポイント集計によるものである。該当大会ポイント集計によるものである。ポイント集計によるものである。集計によるものである。に設定されている基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能でよる基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能でものである基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能で。
3）であり、ＪＣＦマウンテンバイク・チーム登録手続きを済ませた競技者。日本登録以外のの UCI 加盟国連盟の競技登録者に設定されている基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能でついては小委員会ポイント集計によるものである。選定に設定されている基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能でよる基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能で。
4）であり、ＪＣＦマウンテンバイク・チーム登録手続きを済ませた競技者。本資格設定に設定されている基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能でおける基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能でナショナル・ランキングとは、毎年に設定されている基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能でついては国内登録者を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能で対象とする。そのためにとする基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能で。そのために設定されている基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能で
海外の臨時登録者などはこの基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能でに設定されている基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能で含まず、繰り上げが行われる。まず、繰り上げが行われる。り上の年令げが行われる。われる基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能で。

1)

2)
3)
4)
＊
＊

●エンデュランス登録資格設定（クロス登録資格設定カント集計によるものである。リー）であり、ＪＣＦマウンテンバイク・チーム登録手続きを済ませた競技者。
男子エリート（エリート集計によるものである。（19 才以上の年令−U23 含まず、繰り上げが行われる。む 2000 年以前生まれ） まれ）であり、ＪＣＦマウンテンバイク・チーム登録手続きを済ませた競技者。
2018 年ナショナル・ランキングとは、毎年に設定されている基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能でよる基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能で資格者
−男子エリート（エリート集計によるものである。 1 位-５０位までの競技者。
−男子エリート（アドバンス登録資格設定よりの男子エリート（エリート集計によるものである。への既途中特別昇格者。
−男子エリート（ジュニア 1-１０位までの年令対象とする。そのために者（19 才）であり、ＪＣＦマウンテンバイク・チーム登録手続きを済ませた競技者。。
−男子エリート（マス登録資格設定ターズ 1-５位までの競技者。（マス登録資格設定ターズを満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能で選択しない場合）しない場合）であり、ＪＣＦマウンテンバイク・チーム登録手続きを済ませた競技者。
−男子エリート（アドバンス登録資格設定 1-１０位までの年令対象とする。そのために者（19 才）であり、ＪＣＦマウンテンバイク・チーム登録手続きを済ませた競技者。。
ＵＣＩ個人ランキング（クロスカントリー・エリートおよびジュニア）保持者個人ランキングとは、毎年（クロス登録資格設定カント集計によるものである。リー・エリート集計によるものである。およびジュニア）保持者ジュニア）であり、ＪＣＦマウンテンバイク・チーム登録手続きを済ませた競技者。保持者
ＵＣＩ個人ランキング（クロスカントリー・エリートおよびジュニア）保持者登録チーム登録手続きを済ませた競技者。所属の競技者の競技者
小委員会ポイント集計によるものである。特別推薦者
全日本選手権大会ポイント集計によるものである。ではＵ２３・クラス登録資格設定を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能で別開催
年度に基づく該当大会ポイント集計によるものである。途中でのマス登録資格設定ターズ、エリート集計によるものである。間にのクラス登録資格設定変更は不可は不可

男子エリート（ジュニア（17-18 才 2001 年−2002 年生まれ） まれ）であり、ＪＣＦマウンテンバイク・チーム登録手続きを済ませた競技者。
1) 2018 年ナショナル・ランキングとは、毎年に設定されている基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能でよる基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能で資格者。
−男子エリート（ジュニアポイント集計によるものである。獲得者
−男子エリート（ユース登録資格設定ポイント集計によるものである。獲得者で年令対象とする。そのために者（この者はチャレンジを満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能で選択しない場合）可能で）であり、ＪＣＦマウンテンバイク・チーム登録手続きを済ませた競技者。
-男子エリート（アドバンス登録資格設定ポイント集計によるものである。獲得者で年令対象とする。そのために者
-男子エリート（チャレンジポイント集計によるものである。獲得者で年令対象とする。そのために者
2) ＵＣＩ個人ランキング（クロスカントリー・エリートおよびジュニア）保持者個人ランキングとは、毎年（クロス登録資格設定カント集計によるものである。リー・ジュニア）であり、ＪＣＦマウンテンバイク・チーム登録手続きを済ませた競技者。保持者
男子エリート（マス登録資格設定ターズ（30 才以上の年令 1989 年以前生まれ） まれで、このクラス登録資格設定を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能で選択しない場合）した競技者）であり、ＪＣＦマウンテンバイク・チーム登録手続きを済ませた競技者。
1) 2018 年ナショナル・ランキングとは、毎年に設定されている基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能でよる基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能で資格者
−男子エリート（マス登録資格設定ターズポイント集計によるものである。獲得者
−男子エリート（エリート集計によるものである。ポイント集計によるものである。獲得者で年令対象とする。そのために者
−男子エリート（アドバンス登録資格設定ポイント集計によるものである。獲得者で年令対象とする。そのために者
2) 2018 年アドバンス登録資格設定よりの既途中特別昇格者
3) 2018 年男子エリート（マス登録資格設定ターズ登録者
4) 小委員会ポイント集計によるものである。特別推薦者
＊ 年度に基づく該当大会ポイント集計によるものである。途中でのエリート集計によるものである。へのクラス登録資格設定変更は不可は不可。UCI 登録チーム登録手続きを済ませた競技者。所属の競技者の競技者はこのクラス登録資格設定に設定されている基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能で参
加できない
男子エリート（マス登録資格設定ターズ４０、５０、６０（1979 年以前生まれ） まれでこのクラス登録資格設定を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能で選択しない場合）した競技者）であり、ＪＣＦマウンテンバイク・チーム登録手続きを済ませた競技者。
1) 2018 年ナショナル・ランキングとは、毎年に設定されている基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能でよる基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能で資格者
−男子エリート（マス登録資格設定ターズポイント集計によるものである。獲得者
−男子エリート（エリート集計によるものである。ポイント集計によるものである。獲得者で年令対象とする。そのために者
−男子エリート（アドバンス登録資格設定ポイント集計によるものである。獲得者で年令対象とする。そのために者
-男子エリート（チャレンジポイント集計によるものである。獲得者で年令対象とする。そのために者
2) 2018 年アドバンス登録資格設定よりの既途中特別昇格者
3) 2018 年男子エリート（マス登録資格設定ターズ登録者
4) 小委員会ポイント集計によるものである。特別推薦者
＊ 年度に基づく該当大会ポイント集計によるものである。途中でのエリート集計によるものである。へのクラス登録資格設定変更は不可は不可。UCI 登録チーム登録手続きを済ませた競技者。所属の競技者の競技者はこのクラス登録資格設定に設定されている基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能で参
加できない
男子エリート（ユース登録資格設定（14-16 才 2003 年ｰ 2005 年生まれ） まれ）であり、ＪＣＦマウンテンバイク・チーム登録手続きを済ませた競技者。
＊ 共通基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能でのみ
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男子エリート（アドバンス登録資格設定（17 才以上の年令 2002 年以前生まれ） まれ）であり、ＪＣＦマウンテンバイク・チーム登録手続きを済ませた競技者。
1) 2018 年ナショナル・ランキングとは、毎年に設定されている基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能でよる基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能で資格者
ｰ男子エリート（アドバンス登録資格設定ポイント集計によるものである。獲得者
-男子エリート（チャレンジ１-２０位までの競技者
2) 2018 年男子エリート（チャレンジよりの既途中特別昇格者
3) 2018 年男子エリート（エリート集計によるものである。,マス登録資格設定ターズの登録者で当該年度に基づく該当大会ポイント集計によるものである。基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能でに設定されている基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能で該当しない者
4) 小委員会ポイント集計によるものである。特別推薦者
男子エリート（チャレンジ（17 才以上の年令 2002 年以前生まれ） まれ）であり、ＪＣＦマウンテンバイク・チーム登録手続きを済ませた競技者。
1) 2018 年度に基づく該当大会ポイント集計によるものである。男子エリート（アドバンス登録資格設定ポイント集計によるものである。未獲得者。およびジュニア）保持者チャレンジ登録者
2) 他のクラス基準に該当しない者のクラス登録資格設定基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能でに設定されている基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能で該当しない者
3）であり、ＪＣＦマウンテンバイク・チーム登録手続きを済ませた競技者。新規登録者
女子エリート（エリート集計によるものである。（19 才以上の年令−U23 含まず、繰り上げが行われる。む 2000 年以前生まれ） まれ）であり、ＪＣＦマウンテンバイク・チーム登録手続きを済ませた競技者。
1) 2018 年ナショナル・ランキングとは、毎年に設定されている基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能でよる基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能で資格者
ｰ女子エリート（エリート集計によるものである。、マス登録資格設定ターズ、ジュニア、チャレンジ、ポイント集計によるものである。獲得者
2) ＵＣＩ個人ランキング（クロスカントリー・エリートおよびジュニア）保持者ランキングとは、毎年（クロス登録資格設定カント集計によるものである。リー）であり、ＪＣＦマウンテンバイク・チーム登録手続きを済ませた競技者。保持者
3) ＵＣＩ個人ランキング（クロスカントリー・エリートおよびジュニア）保持者登録チーム登録手続きを済ませた競技者。所属の競技者の競技者
4) 小委員会ポイント集計によるものである。特別推薦者
＊ 全日本選手権大会ポイント集計によるものである。ではＵ２３・クラス登録資格設定を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能で別開催する基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能で場合がある基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能で
＊ 年度に基づく該当大会ポイント集計によるものである。途中でのマス登録資格設定ターズ、エリート集計によるものである。の相互クラス変更は不可。クラス登録資格設定変更は不可は不可。
女子エリート（ジュニア（17-18 才 2001 年−2002 年生まれ） まれ）であり、ＪＣＦマウンテンバイク・チーム登録手続きを済ませた競技者。
＊ 共通基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能でのみ
1)
2)
3)
＊

女子エリート（マス登録資格設定ターズ（30 才以上の年令 1989 年以前生まれ） まれ、このクラス登録資格設定を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能で選択しない場合）した競技者）であり、ＪＣＦマウンテンバイク・チーム登録手続きを済ませた競技者。
2018 年女子エリート（エリート集計によるものである。、マス登録資格設定ターズ登録者で年令対象とする。そのために者
2018 年ナショナル・ランキングとは、毎年、ポイント集計によるものである。獲得者
小委員会ポイント集計によるものである。特別推薦者
年度に基づく該当大会ポイント集計によるものである。途中でのエリート集計によるものである。へのクラス登録資格設定変更は不可は不可。UCI 登録チーム登録手続きを済ませた競技者。所属の競技者の競技者はこのクラス登録資格設定に設定されている基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能で参
加できない

女子エリート（ユース登録資格設定（14-16 才 2003 年ｰ 2005 年生まれ） まれ）であり、ＪＣＦマウンテンバイク・チーム登録手続きを済ませた競技者。
＊ 共通基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能でのみ
女子エリート（チャレンジ（17 才以上の年令 2002 年以前生まれ） まれ）であり、ＪＣＦマウンテンバイク・チーム登録手続きを済ませた競技者。
1) 2018 年女子エリート（チャレンジ登録者
2) 他のクラス基準に該当しない者のクラス登録資格設定基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能でに設定されている基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能で該当しない者
3) 2018 年度に基づく該当大会ポイント集計によるものである。新規登録者
＊ 各クラス登録資格設定ランキングとは、毎年参照に於いては年齢クラスに関係なく総合の順位が基準となる。に設定されている基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能で於いて、ＪＣＦランキング制度に基づく該当大会ポイント集計によるものである。いては年齢クラスに関係なく総合の順位が基準となる。クラス登録資格設定に設定されている基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能で関係なく総合の順位が基準となる。なく該当大会ポイント集計によるものである。総合の順位が基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能でとなる基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能で。
＊ UCI 登録チーム登録手続きを済ませた競技者。所属の競技者の競技者はエリート集計によるものである。となる基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能で。
＊ 特別昇格は別途、昇格手続きを済ませた競技者。きを満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能で行われる。うナショナル・ランキングとは、毎年必要があります。（があります。（2018 年最終大会ポイント集計によるものである。（CJ-1）であり、ＪＣＦマウンテンバイク・チーム登録手続きを済ませた競技者。での資格取得
者含まず、繰り上げが行われる。む）であり、ＪＣＦマウンテンバイク・チーム登録手続きを済ませた競技者。

1)

2)
3)
4)
＊
＊

●グとは、毎年ラビィティ（ダウンヒル）であり、ＪＣＦマウンテンバイク・チーム登録手続きを済ませた競技者。
男子エリート（エリート集計によるものである。（ジュニア含まず、繰り上げが行われる。む 17 才以上の年令 2002 年以前生まれ） まれ）であり、ＪＣＦマウンテンバイク・チーム登録手続きを済ませた競技者。
2018 年ナショナル・ランキングとは、毎年に設定されている基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能でよる基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能で資格者
−男子エリート（エリート集計によるものである。 1 位-４０位まで
−男子エリート（アドバンス登録資格設定よりの男子エリート（エリート集計によるものである。への既途中特別昇格者
−男子エリート（マス登録資格設定ターズ 1-５位まで。（マス登録資格設定ターズ選択しない場合）可能で）であり、ＪＣＦマウンテンバイク・チーム登録手続きを済ませた競技者。
−男子エリート（ユース登録資格設定 1-５位までの年令対象とする。そのために者（17 才以上の年令）であり、ＪＣＦマウンテンバイク・チーム登録手続きを済ませた競技者。。
−男子エリート（アドバンス登録資格設定 1-１０位まで。
ＵＣＩ個人ランキング（クロスカントリー・エリートおよびジュニア）保持者ランキングとは、毎年（ダウンヒル）であり、ＪＣＦマウンテンバイク・チーム登録手続きを済ませた競技者。保持者
ＵＣＩ個人ランキング（クロスカントリー・エリートおよびジュニア）保持者登録チーム登録手続きを済ませた競技者。所属の競技者の競技者
小委員会ポイント集計によるものである。特別推薦者
年度に基づく該当大会ポイント集計によるものである。途中でのマス登録資格設定ターズ、エリート集計によるものである。の相互クラス変更は不可。クラス登録資格設定変更は不可は不可
全日本選手権に設定されている基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能でおいてもジュニア・エリート集計によるものである。統合で行われる。うナショナル・ランキングとは、毎年
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男子エリート（マス登録資格設定ターズ（30 才以上の年令 1989 年以前生まれ） まれ、このクラス登録資格設定を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能で選択しない場合）した競技者）であり、ＪＣＦマウンテンバイク・チーム登録手続きを済ませた競技者。
1) 2018 年ナショナル・ランキングとは、毎年に設定されている基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能でよる基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能で資格者
−男子エリート（マス登録資格設定ターズポイント集計によるものである。獲得者
−男子エリート（エリート集計によるものである。ポイント集計によるものである。獲得者でこのクラス登録資格設定に設定されている基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能で参加資格がある基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能で者
−男子エリート（アドバンス登録資格設定ポイント集計によるものである。獲得者でこのクラス登録資格設定に設定されている基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能で参加資格がある基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能で者
−男子エリート（チャレンジポイント集計によるものである。獲得者でこのクラス登録資格設定に設定されている基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能で参加資格がある基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能で者
2) 2018 年アドバンス登録資格設定よりの既途中特別昇格者
3) 2018 年男子エリート（マス登録資格設定ターズ登録者、エリート集計によるものである。登録者で年令対象とする。そのために者。
4) 小委員会ポイント集計によるものである。特別推薦者
＊ 年度に基づく該当大会ポイント集計によるものである。途中でのマス登録資格設定ターズ、エリート集計によるものである。の相互クラス変更は不可。クラス登録資格設定変更は不可は不可
男子エリート（マス登録資格設定ターズ４０、５０、６０（1979 年以前生まれ） まれで、このクラス登録資格設定を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能で選択しない場合）した競技者）であり、ＪＣＦマウンテンバイク・チーム登録手続きを済ませた競技者。
1) 2018 年ナショナル・ランキングとは、毎年に設定されている基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能でよる基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能で資格者
−男子エリート（マス登録資格設定ターズポイント集計によるものである。獲得者
−男子エリート（エリート集計によるものである。ポイント集計によるものである。獲得者
−男子エリート（アドバンス登録資格設定ポイント集計によるものである。獲得者
−男子エリート（チャレンジポイント集計によるものである。獲得者
2) 2018 年アドバンス登録資格設定よりの既途中特別昇格者
3) 2018 年男子エリート（マス登録資格設定ターズ登録者、エリート集計によるものである。登録者で年令対象とする。そのために者。
4) 小委員会ポイント集計によるものである。特別推薦者
＊ 年度に基づく該当大会ポイント集計によるものである。途中でのマス登録資格設定ターズ、エリート集計によるものである。の相互クラス変更は不可。クラス登録資格設定変更は不可は不可
男子エリート（ユース登録資格設定（14-16 才 2005 年ｰ 2003 年生まれ） まれ）であり、ＪＣＦマウンテンバイク・チーム登録手続きを済ませた競技者。
＊ 共通基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能でのみ
男子エリート（アドバンス登録資格設定（17 才以上の年令 2002 年以前生まれ） まれ）であり、ＪＣＦマウンテンバイク・チーム登録手続きを済ませた競技者。
1) 2018 年ナショナル・ランキングとは、毎年に設定されている基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能でよる基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能で資格者
ｰ男子エリート（アドバンス登録資格設定ポイント集計によるものである。獲得者
-男子エリート（チャレンジ 1-１０位まで
2) 2018 年男子エリート（チャレンジよりの既途中特別昇格者。
3) 次のクラス基準に該当しない者（男子エリートのクラス登録資格設定基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能でに設定されている基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能で該当しない者（男子エリート（エリート集計によるものである。,マス登録資格設定ターズ）であり、ＪＣＦマウンテンバイク・チーム登録手続きを済ませた競技者。
4) 小委員会ポイント集計によるものである。特別推薦者
男子エリート（チャレンジ（17 才以上の年令 2002 年以前生まれ） まれ）であり、ＪＣＦマウンテンバイク・チーム登録手続きを済ませた競技者。
1) 2018 年度に基づく該当大会ポイント集計によるものである。男子エリート（アドバンス登録資格設定ポイント集計によるものである。未獲得者。およびジュニア）保持者チャレンジ登録者
2) 他のクラス基準に該当しない者のクラス登録資格設定基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能でに設定されている基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能で該当しない者
3）であり、ＪＣＦマウンテンバイク・チーム登録手続きを済ませた競技者。2018 年度に基づく該当大会ポイント集計によるものである。新規登録者
女子エリート（エリート集計によるものである。 （ジュニア含まず、繰り上げが行われる。む 17 才以上の年令 2002 年以前生まれ） まれ）であり、ＪＣＦマウンテンバイク・チーム登録手続きを済ませた競技者。
1) 2018 年ナショナル・ランキングとは、毎年に設定されている基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能でよる基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能で資格者
ｰ女子エリート（エリート集計によるものである。、マス登録資格設定ターズ、ジュニア、チャレンジ、ポイント集計によるものである。獲得者
2) ＵＣＩ個人ランキング（クロスカントリー・エリートおよびジュニア）保持者ランキングとは、毎年（ダウンヒル）であり、ＪＣＦマウンテンバイク・チーム登録手続きを済ませた競技者。保持者
3) 小委員会ポイント集計によるものである。特別推薦者
＊ 年度に基づく該当大会ポイント集計によるものである。途中でのマス登録資格設定ターズ、エリート集計によるものである。の相互クラス変更は不可。クラス登録資格設定変更は不可は不可
女子エリート（マス登録資格設定ターズ （30 才以上の年令 1989 年以前生まれ） まれ）であり、ＪＣＦマウンテンバイク・チーム登録手続きを済ませた競技者。
1) 2018 年女子エリート（エリート集計によるものである。、マス登録資格設定ターズ登録者
2) 2018 年ナショナル・ランキングとは、毎年ｰ女子エリート（チャレンジ、ポイント集計によるものである。獲得者
3) 小委員会ポイント集計によるものである。特別推薦者
女子エリート（ユース登録資格設定（14-16 才 2005 年ｰ 2003 年生まれ） まれ）であり、ＪＣＦマウンテンバイク・チーム登録手続きを済ませた競技者。
＊ 共通基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能でのみ
女子エリート（チャレンジ（17 才以上の年令 2002 年以前生まれ） まれ）であり、ＪＣＦマウンテンバイク・チーム登録手続きを済ませた競技者。
1) 2018 年度に基づく該当大会ポイント集計によるものである。女子エリート（チャレンジ登録者
2) 他のクラス基準に該当しない者のクラス登録資格設定基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能でに設定されている基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能で該当しない者
3) 2018 年度に基づく該当大会ポイント集計によるものである。新規登録者
＊ 各クラス登録資格設定ランキングとは、毎年参照に於いては年齢クラスに関係なく総合の順位が基準となる。に設定されている基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能で於いて、ＪＣＦランキング制度に基づく該当大会ポイント集計によるものである。いては年齢クラスに関係なく総合の順位が基準となる。クラス登録資格設定に設定されている基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能で関係なく総合の順位が基準となる。なく該当大会ポイント集計によるものである。総合の順位が基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能でとなる基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能で。
＊ UCI 登録チーム登録手続きを済ませた競技者。所属の競技者の競技者はエリート集計によるものである。となる基準を満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能で。
＊ 特別昇格は別途、昇格手続きを済ませた競技者。きを満たしたものが、それらの各クラスに登録が可能で行われる。うナショナル・ランキングとは、毎年必要があります。（があります。（2018 年最終大会ポイント集計によるものである。（CJ-1）であり、ＪＣＦマウンテンバイク・チーム登録手続きを済ませた競技者。での資格取得
者含まず、繰り上げが行われる。む）であり、ＪＣＦマウンテンバイク・チーム登録手続きを済ませた競技者。
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