
 

 

                2011 JCF Japan Series Cross-Country #4              

2011 Niseko HANAZONO MTBカップ 
2 -3 July 

 

必ず募集要項の申込み方法を読んでから、ていねいにご記入下さい。参加出場クラス等には印 を付けてください。 

お一人１枚の用紙となります。２名以上の場合はコピーなどをお願いいたします。 
    

参加者                                  誓約書確認の上申込みます 性別    男  ・  女 

ﾌﾘｶﾞﾅ                   保護者署名  小学・中学       年生 

 

                  印                  印 

生年月日 

      年    月    日 

住所 〒                               E-Mail 

           都道 

           府県 

                                マンション／アパート名 

所属チーム等 

（カテゴリー登録の場合は登録済みチーム名となります）： 

固定ナンバー： 

 

 

 

エキスパート・エリ

ートの方 

カテゴリーＩＤ（６桁）： 

 

(財)日本自転車競技連盟登録番号（11桁）： 

 

日本マウンテンバイク協会会員番号： 

 

DoRide会員登録電話番号： 
 

 

参加種目等 参加クラス等 金額 

□□□□おとな（高校生以上）  １，０００円  （JCF／HCF／JMA／DoRide会員 ５００円）     
 XCTTXCTTXCTTXCTT    

個人個人個人個人タイムトライアルタイムトライアルタイムトライアルタイムトライアル    

    ７７７７月月月月２２２２日日日日（（（（土土土土））））開催開催開催開催    □□□□こども（小・中学生）   ５００円  （HCF／JMA／DoRide会員 ２００円）    
 

         

□□□□ビギナー   ３，５００円  （JCF／HCF／JMA／DoRide会員 ２，５００円）    
 

□□□□エリート （登録済み競技者のみ）  ６，０００円     
 

□□□□エキスパート （登録済み競技者のみ）  ５，０００円     
 

□□□□スポーツ （登録済み競技者）  ４，０００円     
 

□□□□スポーツ（１イベント認定含む。未登録の方）  ６，０００円     
 

□□□□キッズ  （未就学児）  １，５００円 （HCF／JMA／DoRide会員 １，０００円） 
 

□□□□キッズ  （小学生）  １，５００円 （HCF／JMA／DoRide会員 １，０００円） 
  年生 

クロスカントリークロスカントリークロスカントリークロスカントリー    

    
７７７７月月月月３３３３日日日日（（（（日日日日））））開催開催開催開催    

□□□□キッズ  （中学生）  １，５００円 （HCF／JMA／DoRide会員 １，０００円） 
  年生 

ワンポイントワンポイントワンポイントワンポイント    

レッスンレッスンレッスンレッスン    
□□□□クロスカントリー参加の方を対象に、大会前日（７月２日）ワンポイントレッスンを行います（無料） 

 

    

レイトフィーレイトフィーレイトフィーレイトフィー □□□□６月１０日 以降到着またはお申し込み完了の場合に申込み遅延金1人あたり追加 １０００円 
 

    

備考欄 

 

 
 

参加費支払い方法 

�現金書留ご利用の場合は、本申し込み用紙と参加料を同封してエントリーセンターあてお送りください。 

�ｗｅｂ決済ご利用の場合は、こちらからお手続きください。 http://www.sportsentry.ne.jphttp://www.sportsentry.ne.jphttp://www.sportsentry.ne.jphttp://www.sportsentry.ne.jp  

合計金額合計金額合計金額合計金額    

                        円円円円 

    

誓約書   私は大会規定、募集要項に記載された事項の厳守を誓い、私の記載事項が真実であることを誓います。私自身及び私の保護者、親族は本大会参加に際し、健康管理、本大会開催に細心の

注意をはらい、万ーの事故の場合には大会主催者、および関係者に対し、主催者加入の保険補償額以上の責任を問わず、自己の責任において処理することを誓います。私は本大会中の事故に際し本

大会主催者および関係者が一次応急処置を行うことを承知します。私は本大会が気象、自然等の要因により取消し、中止、延期になった場合にも、参加申込金、申し込みに際しての費用が返金されない

ことを承知します。私は本大会に関連して放送、印刷物に名前および写真を報道機関、主催者が自由に使用することを認めます。18才未満の参加者には保護者の同意、承認が必要であり本申し込みに

際して保護者の同意・承認を受けているものといたします。（署名、捺印のないものについては受付できません。署名は上記申込書に記載してください) 

    

    

ニセコ花園のラフティング、ネイチャーガイドなどのアクティビティについては、、、、０１３６０１３６０１３６０１３６－－－－２１２１２１２１－－－－３３３３３３３３３３３３３３３３    にににに直接お問い合わせ、お申し込

みください。 

航空チケット、宿泊パックなどのプランについては、ＪＴＢ北海道にて設定させて頂いております。 

ぜひ、ご利用ください。 ＪＴＢ北海道／０１１－２７１－７０２３ 
    

    

    

ニセコニセコニセコニセコ花園花園花園花園    MTBMTBMTBMTBカップエントリーセンターカップエントリーセンターカップエントリーセンターカップエントリーセンター        〒〒〒〒０６００６００６００６０－－－－０００３０００３０００３０００３    札幌市中央区北札幌市中央区北札幌市中央区北札幌市中央区北６６６６条西条西条西条西２０２０２０２０丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－３３３３    アイサムアイサムアイサムアイサム内内内内    

TEL 011TEL 011TEL 011TEL 011----622622622622----1100110011001100                http:/http:/http:/http://www.hanazononiseko.com/www.hanazononiseko.com/www.hanazononiseko.com/www.hanazononiseko.com                Mail:Mail:Mail:Mail:    info@iinfo@iinfo@iinfo@i----sam.co.jpsam.co.jpsam.co.jpsam.co.jp    
事務局使用欄事務局使用欄事務局使用欄事務局使用欄    

受領日    月   日 入金確認 現金      ｗｅｂ   （         ） 不備連絡  ／   ・ 



 

    

                2011 JCF Japan Series Cross-Country #4              

2011 Niseko HANAZONO MTB カップ 
2 -3 July 

 

 

EVENTS 
    

◆◆◆◆XCTT    タイムトライアルタイムトライアルタイムトライアルタイムトライアル 
    

    ７７７７月月月月２２２２日日日日（（（（土土土土））））開催開催開催開催    
 

クロスカントリーのショートコースを走り、タイムを競います。 

クラスは、小学生低学年、小学生高学年、中学生、－１９才、２０－２４，２５

－３０，３１－３４、３５以上、女子は年令による２クラスを予定しています。他、

全参加者の中から、隠しタイムに近いタイムの方に特別賞を予定していま

す。 

参加費 おとな： 1,000円 （JCF／HCF／JMA／DoRide会員 500円） 

     こども：  500円 （HCF／JMA／DoRide会員 200円） 
 

◆◆◆◆クロスカントリークロスカントリークロスカントリークロスカントリー 
    

    ７７７７月月月月３３３３日日日日（（（（日日日日））））開催開催開催開催    
 

ニセコ花園にオープンしたクロスカントリーコースをベースに特設コースを

使用して行われるのが、オリンピックでも採用されているクロスカントリーで

す。レベル別に各クラスに分かれている他、土曜日にはインストラクターに

よるワンポイント・レッスンも行われます。 
 

ビギナービギナービギナービギナー：女子。男子は２クラス、中学生～３４才、３５才以上で競います。

（年令は大会当日）参加費 3,500円（HCF／JMA／DoRide会員 2,500円） 

スポーツスポーツスポーツスポーツ：男子／女子で競うポイント対象公認大会。参加費 4,000円（カ

テゴリー認定済み）、6,000円（会員外 １イベント認定含む） 
 

エキスパートエキスパートエキスパートエキスパート：エキスパート登録認定者対象の公認大会です。参加費 5,０

００円（JCF登録者でカテゴリー認定済み） 
 

エリートエリートエリートエリート：ジャパンシリーズの第４戦です。連盟エリート登録者。参加費 6,

０００円（JCF登録者でカテゴリー認定済み） 
 

◆◆◆◆キッズキッズキッズキッズ・・・・クロスカントリークロスカントリークロスカントリークロスカントリー 
 

    ７７７７月月月月３３３３日日日日（（（（日日日日））））開催開催開催開催    
 

スタートエリア付近のショートコースで競います。３才からのクラス分け。８月

に開催が予定される「全国小中学生大会」の北海道地区大会を兼ねてい

ます。参加費  1,500円、（HCF／JMA／DoRide会員  1,000円） 

 

 

◆◆◆◆ニセコニセコニセコニセコ    HANAZONOリゾートリゾートリゾートリゾート    アクティビティアクティビティアクティビティアクティビティ 
 

ニセコ HANAZONOリゾートで、楽しくそしてアドベンチャーのあるアクティ

ビティをご用意し皆様をお待ちしております。ご家族やお友達と尻別川ラ

フティングや日本国内初のウェイクボードシステムなど楽しみが充実。 

羊蹄山を眺めながらワールドクラスのゴルフコースや、素晴らしいハイキン

グコースなど様々なアクティビティをお楽しみ頂けます。 

ニセコ周辺エリアには他にも豊富なアクティビティが御座います。ご家族で

楽しめる日帰りツアーもご用意致しておりますのでご利用ください。 

詳しくは、 

ニセコ HANAZONOアクティビティセンター ０１３６－２１－３３３３ 

 
 

COURSE 
 

 
＊2010年度J3大会コース 

会場：ニセコHANAZONOリゾート 

〒044-0081 北海道虻田郡倶知安町字岩尾別328-1 (0136) 23 0913 

 

SCHEDULE 
 

F R I D A Y  １１１１ 日日日日 （（（（ 金金金金 ）））） 

14:00-16:00 ·················································· レジストレーション(参加受付確認) 

14:00-16:00 ······················································クロスカントリー・コースオープン 

S A T U R D A Y  ２２２２ 日日日日 （（（（ 土土土土 ）））） 

10:00-15:00 ·················································· レジストレーション(参加受付確認) 

10:00-12:30／14:30-16:30 ···························クロスカントリー・コースオープン 

11:00-12:00 ············································マウンテンバイク・ワンポイントレッスン 

13:00-14:00 ······································ＸＣＴＴ クロスカントリー・タイムトライアル 

17:00-17:15 ·····························チームマネージャーズミーティング(監督会議) 

17:15-18:30 ········································································ ウエルカムパーティー 

S U N D A Y  ３３３３ 日日日日 (((( 日日日日 ))))     

 7:00-11:00 ·················································· レジストレーション(参加受付確認) 

 8:00- 8:30 ·······················································クロスカントリー・コースオープン 

 9:00-···························································· 男子エキスパート クロスカントリー 

 9:05-·············································Japan Series 女子エリート クロスカントリー 

11:00-·············································Japan Series 男子エリート クロスカントリー 

13:00-················································································· キッズ クロスカントリー 

14:00-····································································男子スポーツ クロスカントリー 

14:05-····································································女子スポーツ クロスカントリー 

15:45······································································································· 全終了予定 

表彰式は随時行います。予定は諸事情により変更の場合があります。 
 

REGISTRATION 
 

申込書申込書申込書申込書ごごごご記入前記入前記入前記入前にににに必必必必ずごずごずごずご確認確認確認確認くだくだくだくださいさいさいさい 
参加申込書に必要事項を記入しエントリーセンター宛に以下のいずれか

の方法にてお申し込みください。（締め切り後の受付、当日の受付はでき

ません） 

①①①①    現金書留現金書留現金書留現金書留にてお申し込み    

 申込書は参加費と共に郵送ください。 

ニセコ花園 MTBカップエントリーセンター 

〒０６０－０００３ 札幌市中央区北６条西２０丁目２－３ アイサム内 

TEL 011-622-1100  http://www.hanazononiseko.com 

  Mail: info@i-sam.co.jp 

②②②②    インターネットインターネットインターネットインターネットにてお申込 

 大会ページから手続きください。（事前に簡単な登録が必要です）お

支払いはクレジットカードまたはコンビニ（ローソン、セブンイレブン）で

のお支払いとなります。http://www.sportsentry.ne.jp    
◎ 名前には必ずフリガナ、年齢も保険申請に必要です。受領後の返金

は準備を進めている関係上できませんのであらかじめご了承ください。

受領証は締め切り終了後にお送りいたします。 
 

 



 

 

                2011 JCF Japan Series Cross-Country #4              

2011 Niseko Hanazono MTBカップ 
2 -3 July 

 

LOCATION 
 

 
 

バス 

 運行スケジュールにつきましては各運行会社へお問い合せください。 

    * ニセコバス: 0136 (44) 2001    * 道南バス: 011 (865) 5511 

    * 中央バス: 011 (221) 5161  

JR 

  函館・札幌・小樽・旭川など北海道の主要都市へアクセスできます。 

    * JR北海道インフォメーションセンター 0112 (22) 7111 

    * JR倶知安駅 0136 (22) 1310 

タクシー (倶知安町)  

    * 倶知安ハイヤー: 0136 (22) 1212 

    * 美空ハイヤー: 0136 (22) 1171 

 

RENT A CAR 
 

 

レンタカー（基本料金▲30%でご提供／一部車種除く） 

  【トヨタレンタリース札幌】札幌予約センター ０１１－２４１－０１００ 

  お電話の際は「JCFプランで」とお伝えください。 

 

LODGING 
 

 

JTBオススメのコンドミニアムは「NISEKO LANDMARK VIEW」！ 

 キッチン・２ベッドルーム付き１室26,000円から（1-4名の場合）。 

 詳しくは ＪＴＢ北海道 担当：神戸（カンベ） または 田中 まで 

  ＪＴＢ北海道 

    ０１１０１１０１１０１１－－－－２７１２７１２７１２７１－－－－７０２３７０２３７０２３７０２３                kkkk----kanbe284kanbe284kanbe284kanbe284＠＠＠＠hkd.jtb.jphkd.jtb.jphkd.jtb.jphkd.jtb.jp    
 060-0001 札幌市中央区北一条西６丁目 アーバンネット札幌ビル8F 
 

 

LICENCES 
 

ライセンス：  

クロスカントリー公認カテゴリー（エリート・エキスパート・スポーツ）参加に

は必ずカテゴリー認定が必要です（スポーツでは１イベント認定の追加に

より参加可能）。エリート、エキスパートでは(財)日本自転車競技連盟登録

も必要となります。詳しくは登録事務局宛てお問い合わせください。 

これらの資料については90円切手２枚同封で事務局へご請求、もしくは

ホームページのＪＣＦ公認大会をご覧ください。http://www.japan-mtb.org 

 
 

REGULATIONS 
 

ＵＣＩ国際マウンテンバイク競技規則、ＪＣＦ競技規則に準じ、本大会特別

規則により実施します。 

 

 
 

NOTICE 
◆ 大会は原則雨天決行です。各参加にあたってはヘルメットなどの防具

や雨具などの装備についても十分にご用意ください。 

◆ 指定時間外の練習走行、ナンバーを装着していない選手の走行はでき

ません。 

◆ 検車は行いませんので各自事前にショップ等で整備を行ってください。 

◆ 大会主催者において参加者対象に傷害保険 (通院1日2000円､入院1

日3000円､死亡309万円) に加入しますが各自必要で有れば追加で保

険にご加入ください。50才以上の参加者は大会前１週間以内の健康診

断書を提出してください。 

◆ 参加者は次のマナーを守ってください。 1.キャンプ場以外でのキャン

プ、火気の使用禁止。2.指定場所以外での駐車。3.ゴミの各自処理。4.

公道での競技的走行禁止。 

◆ 競技中の病気、傷害については応急処置の用意はありますが、それ以

後については本人が一切の責任を負わなければなりません。健康保険

証等の用意については各自管理してください。 

◆ 競技コース走行には十分な用意と注意をはらってください。大会中の事

故については軽重にかかわらず必ず大会本部に届けてください。（届け

のない場合には保険適用外となることがあります） 

◆ 競技運営上、天候その他の理由によりスケジュールは変更されることが

あります。アナウンスもしくはノーティスボードを常にご確認ください。な

お、スケジュール変更によるクレームは受け付けません。また、申込受

理後は大会中止、延期等の理由の如何にかかわらず参加料返金はい

たしません。 

◆ クロスカントリー競技では第3者の助力が禁止されます。飲食料補給は

チーフコミッセール決定のフィードゾーンでのみ認められます。（男女エ

リートのみテクニカルアシスタンスが認められます） 

◆ 駐車場等、会場での営業行為は大会側で認められた者に限られていま

す。 
 

REGISTRATION DEADLINE 
 

１次締め切り ６６６６月月月月１０１０１０１０日日日日（（（（金金金金））））到着分到着分到着分到着分までまでまでまで（消印ではありません） 

最終締め切り ６６６６月月月月１１１１７７７７日日日日（（（（金金金金））））到着分到着分到着分到着分までまでまでまで（消印ではありません） 

 

１次締め切り翌日以降はレイトフィー（遅延金）として１，０００円追加となりま

す。申込書と振込み確認の両方がそろっていない場合は保留されますので

ご注意下さい。 

 
 

ORGANIZATION 
 

お問い合わせ、現金書留、申込書送付先： 

ニセコニセコニセコニセコ花園花園花園花園    MTBMTBMTBMTBカップカップカップカップ    エントリーセンターエントリーセンターエントリーセンターエントリーセンター    
〒〒〒〒０６００６００６００６０－－－－０００３０００３０００３０００３    札幌市中央区北札幌市中央区北札幌市中央区北札幌市中央区北６６６６条西条西条西条西２０２０２０２０丁目丁目丁目丁目２２２２－－－－３３３３    アイサムアイサムアイサムアイサム内内内内    

TEL 011TEL 011TEL 011TEL 011----622622622622----1100110011001100                Mail:Mail:Mail:Mail:    info@iinfo@iinfo@iinfo@i----sam.co.jpsam.co.jpsam.co.jpsam.co.jp    

http://www.hanazononiseko.comhttp://www.hanazononiseko.comhttp://www.hanazononiseko.comhttp://www.hanazononiseko.com    
   
 

 

主催：  ニセコ花園ＭＴＢ大会事務局 

後援：  倶知安町・倶知安町教育委員会・北海道自転車競技連盟 

 日本マウンテンバイク協会（申請中含む） 

協賛： 倶知安観光協会・(株)東急リゾートサービス・(株)ニセコマネージメントサービス 

公認：  (財)日本自転車競技連盟（ジャパンシリーズ・クロスカントリー第４戦） 
 

 


