
   キッズのみなさん    

そしてそして大人の皆さん 

お待たせしました！     

２０１８シーズン 「ミストラルカップ」 開催ガイド 

来るシクロクロスシーズンに備え 

ナショナルチーム代表歴があり、現在フランス式ジュニア育成指針に従って 

活動中のオオヤマ＆ミストラル軍団が 

優しくキッズ達の育成活動の一環として開催します！！ 

 

１ 目的  ・ ⼦供たちが、シクロクロスというスポーツに親しみながら⾃転⾞を操る技術も⾼める。  

・ レースに参加して⾃分の可能性を広げると共に競い合う仲間を大事にする心を養う。 

・ 大⼈のみなさんは、きたる秋冬シーズンにむけて良きトレーニングの場として⾛る。 

２ 主催  ミストラルスポーツクラブ 

３ 協⼒  Team MJR 保護者会    ミストラルスポーツ学校保護者会   equipe mistral 

４ 会場  吉⾒総合運動公園（埼⽟県⽐企郡吉⾒町今泉） 

５ ミストラルカップ（こども編）シリーズ日程 

試 合 期    日 （併 催） エントリー期間 

第１戦 ２０１８年 ９月 ２日  ７月 １日 〜  ８月１５日 

第２戦 ２０１８年１１月 ４日 （併催）MCXG 第１戦    ９月 ９日 〜 １０月１５日 

第３戦 ２０１９年 １月２０日 （併催）MCXG 第２戦 １１月１１日 〜 ２０１９年１月５日 

６ 競技種目 

試 合 種   目（こども編） 種   目（大⼈編） 

第１戦 オムニアム CX 
（第１種目︓ダートケイリン） 

（第２種目︓CX コンバインド） 

CX30  CX60 

第２戦  

第３戦 



７ クラス 

（注意）今季からミストラル関連レースでは、U14 以下のキッズのレースに「ギヤ比規制」を 

実施しますのでご注意ください。 

特にタイヤサイズが７００ｃのバイクの場合は、「５．６ｍ」をクリアするためには、チェーンリング

の⻭数を少なくする、リア変速機のトップ側移動を制限するなど⼯夫をして「５．６ｍ」を超えない

様に注意ください。 

（参考）http://www.cateye.com/manual/jp/CC-RD500B/guide_tire-cc.html  

http://www.geocities.jp/jitensha_tanken_2/multi_rollout.html 
 

クラス名 名称 年齢（満） 定員（名） 実施競技種目 ギヤ⽐規制 

CX３０ (オープン３０) １５歳以上 

（⻄暦2004 年以前誕⽣） 

４０名 シクロクロス なし 

CX６０ (オープン６０) １５歳以上 

（⻄暦2004 年以前誕⽣） 

４０名 シクロクロス なし 

チーム耐久（６０分) 小学⽣以上 １０チーム １チーム 

（２〜４名編成） 

なし 

 U 6 プレリッソンシェ ５ & ６歳 

（⻄暦2013 年2014 年誕⽣） 

１０名 CX コンバインドのみ  

 

５．６ｍ U 8 プッサン ７ & ８歳 

（⻄暦2011 年2012 年誕⽣） 

１０名 オムニアム CX 

＜第１種目＞ 

➨ ダートケイリン 

＜第２種目＞ 

➨ CX コンバインド 

〜前半〜 

マラソン 

〜後半〜 

シクロクロス 

U10 プッピーユ  ９ & １０歳 

（⻄暦2009 年2010 年誕⽣）  

１０名 

U12 ベンジャミン １１ & １２歳 

（⻄暦2007 年2008 年誕⽣） 

１０名 

U14 ミニム １３ & １４歳 

（⻄暦2005 年2006 年誕⽣） 

１０名 



８ 大会日程案 （基本形） 

  ７︓００〜 ７︓５０ 試⾛ 受付 

  ８︓００〜 ８︓１５ 開会式 

  ８︓３０〜 ９︓３０ CX60 （オープン６０＋チーム耐久） 

  ９︓４５〜 ９︓５０ オムニアム CX ＜第１種目＞ ダートケイリン   （U８） 

  ９︓５０〜 ９︓５５                               （U10） 

  ９︓５５〜１０︓００                               （U12＋U14） 

 10 ︓１５〜１０︓２５ オムニアム CX ＜第２種目︓前半 マラソン＞  （U6+U8） 

 １０︓２５〜１０︓３５                               （U10+U12+U14） 

 １０︓５０〜１１︓２０ CX３０（オープン３０）  

 １１︓２０〜１１︓５０  シクロクロス教室 

 １２︓００〜１２︓１０ オムニアム CX ＜第２種目︓後半 シクロクロス＞  （U6＋U8） 

 １２︓３０〜１２︓４０                                 （U10+U12+U14） 

 １３︓００〜１３︓３０ 撤収作業（全員で⾏います） 

 １３︓３０〜１４︓００ 閉会式（含 ジャンケン大会） 

 １４︓００          集合写真 解散 

９ 表彰について 

【ミストラルカップ︓⼦供の部門】 

「シリーズ表彰」のみ⾏います。 

大会ごとの表彰は１位〜３位までに賞状を贈ります。 

(理由） ⼦供たちを、短期的な視点での評価をせずに、ある程度の期間内での頑張りを評価しますので 

「シリーズ表彰」のみ⾏います。 

   【ミストラルカップ 第１戦︓⼀般の部門】 

    CX３０ CX60 の１位〜３位まで表彰します。 

    ６０分チーム耐久の１位〜３位まで表彰します。 

１０ ポイントテーブル （全種目 及び シリーズランキング共通使用） 

１位 

５０ｐ 

２位 

４５P 

３位 

４０P 

４位 

３８P 

５位 

３６P 

６位 

３４P 

７位 

３２P 

８位 

３０P 

９位 

２８P 

１０位 

２６P 

 



【シクロクロス教室参加ポイント】 

 毎回「シクロクロス教室」を１５分〜３０分程度開催します。 

 9 月大会では、CX コース内のいくつかのポイントにて走り方を実戦的にレクチャーします。 

 教室に参加した場合は「参加ポイント」として「１０P」をシリーズポイントに加算されます。 

１１ 競技種目（オムニアム CX）の説明 

CX コンバインド 前半種目の「マラソン順位」をもとに後半種目のシクロクロスの「時差スタート」となります。 

CX のレースで使用するコースは基本的に以下となります。 

※ 「ショートコース」 ・・・５００ｍ程度 

※ 「ロングコース」 ・・・・ １０００ｍ 〜 １５００ｍ 

（U6）ショートコース １周 

（U8）ショートコース ２周 

（U10）ロングコース １周 

（U12 / U14） ロングコース ２周 

 

 

ダートケイリン 

ペーサースタッフがトラックを決められた周回先導します。 

ペーサーが抜けたあとに競争が始まります。 

■U８           ペーサー（２周）競争（１周） 

■U10          ペーサー （２周）競争（２周） 

■U12 / U14     ペーサー（３周）競争（２周） 

１２ 参加料      

クラス  ➨ ◆ U6 

 

◆ U8 

 ◆ U10  

◆ U12 ◆ U14 

◆ 一般 
（CX30またはCX60の

いづれか 1 種目） 
 

◆ 60 分チーム耐久
（1 チーム） 

◆ 一般ワンデーパス
（CX30+CX60） 

 
※チーム競技である 60
分耐久はワンデーパス対

象外です。 

参加料（円） ５００円 ２，０００円 ４，０００円 ６，０００円 

１３ 申込み（以下の WEB からお申込みください） 

ミストラルカップ第１戦エントリー  ➨ https://form.os7.biz/f/3318b514/ 

（お問合せ）  ➨ http://mistralcup.wixsite.com/mistralcup/blank 


