
２０２１年９月６日現在 

 

第 34 回全日本自転車競技選手権大会－マウンテンバイク 

(クロスカントリ・ショートトラック／エリミネーター) 

Urban MTB Festival in 千葉公園 

 

 

実施要項 

 

１ 主催   公益財団法人日本自転車競技連盟 

２ 主管   Urban MTB Festival in 千葉公園 実行委員会 

３ 後援   千葉市、一般社団法人 MTB リーグ 

４ 協賛  株式会社シマノ、（株）デザント 他 

５ 協力  各社 

６ 期日    2021 年 11 月５（金）～11 月 7 日（日）  

７ 会場   千葉公園 特設コース（〒260-0045 千葉県千葉市中央区弁天 3-1-1） 

  ＴＥＬ：043-279-8440（中央・美浜公園緑地事務所） 

８ 実施種目  11/6(土) クロスカントリ・エリミネーター (XCE) 

11/7(日) クロスカントリ・ショートトラック(XCC) 

９ 併催イベント Urban MTB Festival キッズレース（11/6 XCE チャレンジ、11/7 XCC） 

１０． カ テ ゴ リ   

 

【全日本選手権大会】 

 

（１）クロスカントリ・エリミネーター(XCE)   

女子エリート （１７歳以上 ／ カテゴリーでのジュニア、チャレンジ含む） 

男子エリート （１７歳以上 ／ カテゴリーでのジュニア、チャレンジ、アドバンス含む） 

女子マスターズ （３０歳以上 ／ カテゴリーでのチャレンジ含む） 

男子マスターズ （３０歳以上 ／ カテゴリーでのチャレンジ、アドバンス含む） 

＊コンバインド：各競技者は自身のカテゴリー、順位によりナショナルランキングに集計される。 

 

（２）クロスカントリ・ショートトラック (XCC) 

女子エリート （１７歳以上 ／ ジュニア含む） 

男子エリート （１７歳以上 ／ ジュニア含む） 

女子マスターズ （３０歳以上） 

男子マスターズ （３０歳以上） 

Coupe du Japon カテゴリー 

女子ユース 

男子ユース 

男子アドバンス 

女子チャレンジ 

男子チャレンジ 

＊コンバインド：これらのクラスは参加人数により統合されて競技を行うことがある。各競技者は自身の



カテゴリー、順位によりナショナルランキングに集計される。 

 

１１ 日程 

※天候、その他の都合により変更になる場合があります。 

※詳細は後日発表させていただきます。 

 

■１１月５日(金) ※全日本選手権大会出場選手のみ 

14:00-16:00 大会受付、ライセンスコントロール 

15:00-16:00 XCE オフィシャルトレーニング 

16:15-17:00 チームマネージャーズミーティング 

  

■1１月６日(土) 

07:30-08:00  大会受付（小学生のみ） 

08:00-09:30  大会受付（全クラス）、ライセンスコントロール 

08:00-08:45 XCE オフィシャルトレーニング（小学生） 

09:00-09:45 XCE オフィシャルトレーニング（小学生以外） 

10:00-  クオリフィケイション（小学生→男女マスターズ→男女エリート） 

  XCE ファイナル（小学生、男女マスターズ、男女エリート） 

15:15-16:00 XCC オフィシャルトレーニング 

XCE ファイナル終了後-  表彰式、 チームマネージャーズミーティング 

 

■1１月７日(日) 

07:00-07:30  大会受付（小学生のみ） 

07:30-09:00  大会受付（全クラス）、ライセンスコントロール 

07:30-08:00 XCC オフィシャルトレーニング（小学生） 

08:15-09:15 XCC オフィシャルトレーニング（小学生以外） 

09:30  XCC レース （第一レースが小学生。以降に各クラス実施予定） 

  ※表彰式は随時行います 

 

１２ 競技規則  

2021 年版公益財団法人日本自転車競技連盟競技規則、国際自転車競技連合（UCI）競技規則、およ

び大会特別規則による 

 

１３ 参加資格  

全日本選手権大会 

１７歳以上。日本国籍を有し、公益財団法人日本自転車競技連盟または UCI 加盟国連盟に おいて本

年有効な登録競技者であり、各カテゴリー参加資格があり傷害保険加入済みの者。（ＪＣＦチーム登録

等） 

 

Coupe du Japon カテゴリー 

1３歳以上。公益財団法人日本自転車競技連盟または UCI 加盟国連盟に おいて本年有効な登録競

技者であり、各カテゴリー参加資格があり傷害保険加入済みの者。（ＪＣＦチーム登録等） 

 



１４ UCI ランキング 

男女エリートにおいて、UCI 規則 ChapterⅡ CROSS-COUNTRY EVENTS 4.2.008 及び 4.4.010 により

下記ポイントが与えられる 

 

順位 1 位 2 位 3 位 4 位 5 位 

XCC 10 6 4 2 1 

XCE 10 6 4 2 1 

 

１５ 表彰  各クラス 1 位、2 位、3 位を表彰する。 

全日本選手権大会 

男女エリート 1 位にチャンピオンジャージ、メダル、賞状、第２、３位にメダル、賞状を授与する。 

男女マスターズは、メダル、賞状を授与する。 

Coupe du Japon カテゴリーについてはメダル、賞状を授与する。 

※入賞者は表彰式に出席の義務がある。競技用ジャージを着用し、無帽、ヘッドバンド・サングラス無し

で参加すること。 

 

  

１６ 申込方法 

（１）申込方法 https://entry.jcf-system.jp/entry/tournament_select.html 

 ＊＠jcf.or.jp および＠www.jcf-system.jp からのメールを受信できるように設定すること。 

 （２）問合せ先 

全日本選手権大会 (公財)日本自転車競技連盟 業務部  ｍｔｂ@jcf.or.jp 

【併催イベント】  

Urban MTB Festival  Urban MTB Festival in 千葉公園 実行委員会 

公式サイト    https://www.mtb-chiba.com/ 

問い合わせ  urbanmtbfes@gmail.com 
     ※キッズレースのエントリーは公式サイトから行えます。 

 （３）申込期間 

 受付開始：２０２１年９月１０日(金) １２:００  

 受付終了：２０２１年１０月２４日(日) ２４:００（１０月２５日（月）０：００）  

 

１７ 参加料  

1 種目 ９，０００円 Coupe du Japon カテゴリー含む 

※参加費と別に、JCF 登録料、MTB チーム登録料が必要。 

※参加料、臨時登録料はエントリー時に納付。料金はいかなる理由においても返金しない。 

 

JCF 競技者登録 https://jcf.or.jp/official/registration/ 

MTB チーム登録 https://mtb-l.jp/2021/02/19/general/2021teamregist/ 

 

１８ 全日本選手権 ドーピング検査について 

(1)本競技会は、日本ドーピング防止規程に基づく検査対象大会である。本大会への参加者は、大会に

エントリーした時点で日本ドーピング防止規程に従い、ドーピング検査を受けることに同意したものとみ

なす。 



(2)未成年者（20 歳未満）の参加申し込みにおいては、上記ドーピング検査の実施についての親権者の

同意書の事前提出が必要である。 

(3)本大会参加者は、本大会において行われるドーピング検査を拒否または回避した場合、検査員の指

示に従わない場合、帰路の移動等個人的諸事情によりドーピング検査手続きを完了できなかった場合

等は、ドーピング防止規則違反となる可能性がある。ドーピング防止規程違反と判断された場合には、

日本ドーピング防止規程に基づき制裁等を受けることになるので留意すること。 

(4)前記に鑑み、すべての参加競技者は、危険、失格となった場合であってもドーピング検査対象となる

可能性があることから、参加競技者は自己の責任において、自身がドーピング検査対象として指名され

ているか否かを確認すること。 

(5)摂取薬品リストを、レース出走前に提出すること。（JCF 競技規則第 113 条 31） 

(6)日本ドーピング防止規程の詳細内容及びドーピング検査については公益財団法人日本アンチ・ドー

ピング機構のウェブサイト（https://www.playtruejapan.org/）にて確認すること。 

 

１９ ナショナル・チャンピオンジャージについて 

本大会への申込を以て、ナショナル・チャンピオンジャージに関する UCI,JCF の諸規則、ガイドライン等

を遵守することに同意したと見做す 

https://jcf.or.jp/downloads-2/?did=1595 

 

２０ 新型コロナ感染症拡大予防について 

感染症の拡大予防の観点から、本大会ではスポーツ庁通達の各ガイド、本連盟発行の感染症拡大防

止ガイドに従い運営されます。よって、本大会要項記載の各項目に関してもこれらガイドの運用上の変

更がされる場合がありますの で、あらかじめご留意ください。 

（１）大会に参加するすべての関係者(選手・引率者・競技役員・観戦者）は PCR 検査を受検し陰性の証

明と大会２週間前からの検温、体調管理表 提出を義務づける。  

（２）大会終了後、参加者から感染者が発生した場合は、参加者の症状確認および保健所などの聞き取

りに協力する。 

（３）参加選手および観戦者は主催者が指定した場所以外は立ち入らない。 

（４）参加選手は、走行中以外はマスクを着用し、こまめに手洗いアルコール消毒を行う。  

（５）体調不良・発熱がある者は来場を認めない。  

 

感染症拡大による大会開催等の影響について（マウンテンバイク） 
https://mtb-l.jp/about/covid-19/ 

 

２１ その他 

（１） 本連盟登録競技者については、202１年度有効な登録書をライセンスコントロール時に提示するこ

と。 

（２） コース走行にはライセンスコントロールで配布されたハンドルバーナンバーを装着すること。指定時

間外のトレーニングはできない。 

（３） 大会中の疾病、負傷については、応急処置のほかは参加者の責任とする。 

（４） 参加者は有効な保険加入がされている事（JCF チーム登録等）、また健康保険証を持参すること 

（５） 申込書、注意事項等は必要に応じ随時 JCF ウェブサイトおよびコミュニケにて発表する。郵送での

注意事項伝達は行わない。 

（６） 参加申込書に記載された個人情報は、主催者、実行委員会および、大会事務局が資格の確認及



び大会に係る諸連絡を行うほか、名、年、所属、競技成績、競技歴、写真などをポスター、プログラ

ム、コミュニケ等で掲載する等、新聞社などマスコミ関係各社に情報を提供し、新聞等メディアに掲

載される場合がある。 

（７） 本大会における肖像権は JCF に帰属する。 

（８） 競技途中で棄権する場合は、必ず近くのマーシャルかフィニッシュ地点の競技役員へ棄権する旨と

自分のナンバー を知らせること。役員より失格と通告された競技者は速やかにコース外へ出ること。 

（９） 競技者または自転車に、補給者またはメカニシャンが水をかけることは禁止される。 

（１０）トランスポンダは競技後指定場所に返却しなければならない.返却なき場合は 5,000 円のペナル

ティを科す。 

（１１）直近医療機関： 

国立千葉医療センター  ＴＥＬ：０４３－２５１－５３１１ 

    千葉県千葉市中央区椿森４丁目１−２ 

 

千葉大学付属病院  ＴＥＬ：０４３－２２２－７１７１ 

    千葉県千葉市中央区亥鼻１丁目８−１ 

（１２）本大会の成績は、強化指定選手選考、国際大会派遣選考の参考とする。 

（１３）千葉市の新型コロナ感染症拡大防止対策の都合により、内容が変更される場合がある。 

 

 

 

以上 


