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公益財団法人日本マウンテンバイク選手権大会自転車競技連盟
秋田県、秋田県教育委員会、仙北市、仙北市教育委員会、公益財団法人 JKA、
公益財団法人秋田県体育協会、秋田県自転車競技連盟、仙北市体育協会、仙北市商工会、
NHK 秋田放送局 ABS 秋田放送、AKT 秋田テレビ、AAB 秋田朝日放送、秋田魁新報社、産経新聞秋田支局、
読売新聞社秋田支局、毎日新聞秋田支局、朝日新聞秋田総局、エフエム秋田、秋田、
一般社団法人田沢湖・角館観光協会、
一般社団法人ＭＴＢリーグ リーグ
株式会社シマノ、株式会社オージーケーカブト、株式会社バスク選手権大会リン
田沢湖高原リフト株式会社、生保内財産区管理会、仙北市交通指導隊、仙北市保健課、リフト株式会社、生保内財産区管理会、仙北市交通指導隊、仙北市保健課、
大曲仙北広域市町村圏組合消防本マウンテンバイク選手権大会部、仙北市立田沢湖病院、株式会社ダイナコ
2019 年 7 月 19 日（金）～7 月 21 日（日） <3 日間>
たざわ湖スキー場　秋田県立田沢湖スポーツセンター 湖スキー場 秋田県立田沢湖スポーツセンター
〒０１４－１２０１ 秋田県仙北市田沢湖生保内字下高野７３－７５
TEL ０１８７－４６－２００１(田沢湖スポーツセンター)
ダウンヒル(DHI))、ク選手権大会ロスカントリ・オリンピック選手権大会(XCO))、ク選手権大会ロスカントリー・エリミネーター（XCE)
E-マウンテンバイク選手権大会（エキシビジョン）
UCI)/JCF カテゴリに従い下記のカテゴリで実施する。従い下記のカテゴリで実施する。い下記のカテゴリで実施する。下記のカテゴリで実施する。のカテゴリで実施する。カテゴリで実施する。実施する。
全日本マウンテンバイク選手権大会選手権大会
男子エリート、男子エリート、男子エリート、男子 U23（XCO) のカテゴリで実施する。み）、男子エリート、男子ジュニア（XCO) のカテゴリで実施する。み）、男子エリート、男子マスターズ(30,40,50,60)、男子エリート、男子ユース
女子エリート、男子エリート、女子エリート、男子 U23（XCO) のカテゴリで実施する。み）、女子エリート、男子ジュニア（XCO) のカテゴリで実施する。み）、女子エリート、男子マスターズ(30,40,50,60)、女子エリート、男子ユース
Coupe du Japon
男子エリート、男子アドバンス、男子エリート、男子チャレンジ、女子エリート、男子チャレンジ、E-マウンテンバイク選手権大会
＊男女ともエリミネーター男女ともエリミネーターエリミネーター 17 才以上、Ｅ−マウンテンバイクマウンテンバイク選手権大会 19 才以上
＊男女ともエリミネーター各クラスに於いて最低人数のエントリーがない場合は統合等を行う。ク選手権大会ラスに従い下記のカテゴリで実施する。於いて最低人数のエントリーがない場合は統合等を行う。い下記のカテゴリで実施する。て最低人数のエントリーがない場合は統合等を行う。最低人数のエントリーがない場合は統合等を行う。のカテゴリで実施する。エントリーがない下記のカテゴリで実施する。場合は統合等を行う。統合等を行う。を行う。行う。う。
7 月 19 日(金)
09:00−マウンテンバイク15:00
ライセンス・コントロール 、ナンバー配布(大会本マウンテンバイク選手権大会部)
07:00−マウンテンバイク08:30
ダウンヒル・コース徒歩視察
09:00−マウンテンバイク16:00
ダウンヒル搬送
09:30−マウンテンバイク14:10
ク選手権大会ロスカントリー／ダウンヒル・オフィシャルトレーニング
14:30−マウンテンバイク15:30
ダウンヒル・タイム秋田、ド・セッション： ユース、マスターズ、エリート
15:30−マウンテンバイク16:30
E-マウンテンバイク選手権大会・ク選手権大会ロスカントリー・ファイナル
17:00−マウンテンバイク17:15
チーム秋田、マネージャーズ・ミーティング(競技規則確認、アンチドーピング説明、他)
7 月 20 日(土)
09:00−マウンテンバイク14:00
ライセンス・コントロール 、ナンバー配布(大会本マウンテンバイク選手権大会部)
08:30−マウンテンバイク
ダウンヒル搬送
09:30−マウンテンバイク16:00
ク選手権大会ロスカントリ・オフィシャルトレーニング（14:00 以降エリミネーターコース部分迂回）エリミネーターコース部分迂回）
08:45−マウンテンバイク09:10
ダウンヒル・オフィシャルトレーニング(アドバンス、チャレンジ)
09:10−マウンテンバイク09:50
ダウンヒル・オフィシャルトレーニング(全ク選手権大会ラス)
09:50−マウンテンバイク10:20
ダウンヒル・オフィシャルトレーニング(エリート、ユース、マスターズ)
11:00−マウンテンバイク
ダウンヒル・ク選手権大会オリフィケイション
ユース、マスターズ、エリート
ダウンヒル・ファイナル
女子エリート、男子チャレンジ・ファイナル
男子エリート、男子チャレンジ・ファイナル
男子エリート、男子アドバンス・ファイナル
男子エリート、男子マスターズ・ファイナル （Top10 from Qualification）
男子エリート、男子ユース・ファイナル （Top5 from Qualification）
女子エリート、男子エリート・ファイナル （Top10 from Qualification）
男子エリート、男子エリート・ファイナル （Top30 from Qualification）
ダウンヒル・表彰式(競技終了後)
14:00−マウンテンバイク14:30
ク選手権大会ロスカントリー・エリミネーター オフィシャルトレーニング
14:50−マウンテンバイク15:10
ク選手権大会ロスカントリー・エリミネーター ク選手権大会オリフィケイション
15:30−マウンテンバイク16:30
ク選手権大会ロスカントリー・エリミネーター ファイナル
ク選手権大会ロスカントリー・エリミネーター表彰式（競技終了後）
17:00−マウンテンバイク17:45
チーム秋田、マネージャーズ・ミーティング(競技規則確認、アンチドーピングのカテゴリで実施する。説明、他)
7 月 21 日(日)
07:00−マウンテンバイク7:30
ライセンス・コントロール 、ナンバー配布
07:30−マウンテンバイク8:15
ク選手権大会ロスカントリ・オフィシャルトレーニング
08:30−マウンテンバイク
ク選手権大会ロスカントリー・ファイナル
08:30−マウンテンバイク
チャレンジ、アドバンス
10:00−マウンテンバイク
ユース、ジュニア、マスターズ
12:00−マウンテンバイク
女子エリート、男子エリート、Ｕ２３、マスターズ、ジュニア、ユース
14:00キッズレース（エキシビジョン）
14:30男子エリート、男子エリート、Ｕ２３
表彰式は統合等を行う。各クラスに於いて最低人数のエントリーがない場合は統合等を行う。競技終了後実施(天候などにより変更されますなどに従い下記のカテゴリで実施する。より変更されます変更されますされます)
2019 年版公益財団法人日本マウンテンバイク選手権大会自転車競技連盟競技規則、ＵＣＩ競技規則および大会特別規則による競技規則および大会特別規則による大会特別規則に従い下記のカテゴリで実施する。よる
日本マウンテンバイク選手権大会国籍を有し、公益財団法人日本自転車競技連盟または 国際自転車競技連合（を行う。有し、公益財団法人日本自転車競技連盟または 国際自転車競技連合（し、公益財団法人日本マウンテンバイク選手権大会自転車競技連盟または統合等を行う。 国際自転車競技連合（UCI)） 加盟国連盟に従い下記のカテゴリで実施する。おい下記のカテゴリで実施する。
て最低人数のエントリーがない場合は統合等を行う。本マウンテンバイク選手権大会年有し、公益財団法人日本自転車競技連盟または 国際自転車競技連合（効な登録競技者であり、各カテゴリー参加資格のある者。（ＪＣＦチーム登録等）な登録競技者であり、各カテゴリー参加資格のある者。（ＪＣＦチーム登録等）で実施する。あり変更されます、各クラスに於いて最低人数のエントリーがない場合は統合等を行う。カテゴリー参加資格のカテゴリで実施する。ある者であり、各カテゴリー参加資格のある者。（ＪＣＦチーム登録等）。（ＪＣＦチーム登録等）チーム秋田、登録等を行う。）
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チャレンジ、アドバンスに従い下記のカテゴリで実施する。おい下記のカテゴリで実施する。て最低人数のエントリーがない場合は統合等を行う。は統合等を行う。国籍を有し、公益財団法人日本自転車競技連盟または 国際自転車競技連合（は統合等を行う。問わないわ湖スキー場　秋田県立田沢湖スポーツセンター ない下記のカテゴリで実施する。
UCI) ランキング 当大会は統合等を行う。国内選手権として最低人数のエントリーがない場合は統合等を行う。、UCI) 規則 Chapter VI) UCI) Ranking 6.6.001 に従い下記のカテゴリで実施する。より変更されます下記のカテゴリで実施する。のカテゴリで実施する。ポイントが与えられる。えられる。
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順位
1位
2位
3位
4位
5位
6位
7位
8位
9位
10 位
XC ジュニア
40
30
20
10
5
XC Ｕ２３
50
35
25
15
5
XC エリート
110
90
70
60
50
40
30
20
10
5
DH エリート
110
90
70
60
50
40
30
20
10
5
ク選手権大会ロスカントリ・オリンピック選手権大会
男女 エリート、Ｕ２３、ジュニア、マスターズ(30,40,50,60)、ユースのカテゴリで実施する。１、２、３位を行う。表彰する。
男女 チャレンジ，男子アドバンスの１、２、３位を表彰する。男子エリート、男子アドバンスのカテゴリで実施する。１、２、３位を行う。表彰する。
ク選手権大会ロスカントリー・エリミネーター
男女 １、２、３位を行う。表彰する。
ダウンヒル
男女 エリート、マスターズ(30,40,50,60)、ユースのカテゴリで実施する。１、２、３位を行う。表彰する。
男子エリート、男子チャレンジ，男子アドバンスの１、２、３位を表彰する。アドバンス、女子エリート、男子チャレンジのカテゴリで実施する。１、２、３位を行う。表彰する。
表彰式へのカテゴリで実施する。入賞者であり、各カテゴリー参加資格のある者。（ＪＣＦチーム登録等）は統合等を行う。出席の義務がある。表彰式においては、競技用ジャージを着用し、無帽、ヘッドバンド・のカテゴリで実施する。義務がある。表彰式においては、競技用ジャージを着用し、無帽、ヘッドバンド・がある。表彰式に従い下記のカテゴリで実施する。おい下記のカテゴリで実施する。て最低人数のエントリーがない場合は統合等を行う。は統合等を行う。、競技用ジャージを着用し、無帽、ヘッドバンド・ジャージを行う。着用ジャージを着用し、無帽、ヘッドバンド・し、無帽、ヘッドバンド・
サングラスなしで実施する。、臨まなければならない。まなければならない下記のカテゴリで実施する。。
2019 年 7 月 3 日（水）締め切りめ切り切りり変更されます
申込は統合等を行う。、次のサイトより行う。　　　　のカテゴリで実施する。サイトより変更されます行う。う。

http://www.jcf.or.jp/

競技者であり、各カテゴリー参加資格のある者。（ＪＣＦチーム登録等） 1 名、１種目に従い下記のカテゴリで実施する。つき、10,000 円を申請時に納付する。受け付けた参加料はいかなる理由においても返を行う。申請時に納付する。受け付けた参加料はいかなる理由においても返に従い下記のカテゴリで実施する。納付する。受け付けた参加料はいかなる理由においても返する。受け付けた参加料はいかなる理由においても返け付する。受け付けた参加料はいかなる理由においても返けた参加料は統合等を行う。い下記のカテゴリで実施する。かなる理由においても返に従い下記のカテゴリで実施する。おい下記のカテゴリで実施する。て最低人数のエントリーがない場合は統合等を行う。もエリミネーター返
却しない。（しない下記のカテゴリで実施する。。（E-マウンテンバイク選手権大会は統合等を行う。 5,000 円を申請時に納付する。受け付けた参加料はいかなる理由においても返）
ドーピング検査についてに従い下記のカテゴリで実施する。つい下記のカテゴリで実施する。て最低人数のエントリーがない場合は統合等を行う。
（１） 本マウンテンバイク選手権大会競技会は統合等を行う。、日本マウンテンバイク選手権大会ドーピング防止規程に従い下記のカテゴリで実施する。基づくドーピング検査対象大会である。本大会参加者は、大会にエンづくドーピング検査対象大会である。本大会参加者は、大会にエンドーピング検査について対象大会で実施する。ある。本マウンテンバイク選手権大会大会参加者であり、各カテゴリー参加資格のある者。（ＪＣＦチーム登録等）は統合等を行う。、大会に従い下記のカテゴリで実施する。エン
トリーした時に納付する。受け付けた参加料はいかなる理由においても返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。で実施する。日本マウンテンバイク選手権大会ドーピング防止規程に従い下記のカテゴリで実施する。従い下記のカテゴリで実施する。い下記のカテゴリで実施する。、ドーピング検査についてを行う。受け付けた参加料はいかなる理由においても返けることに従い下記のカテゴリで実施する。同意したものとみなす。したもエリミネーターのカテゴリで実施する。とみなす。
（２） 未成年者であり、各カテゴリー参加資格のある者。（ＪＣＦチーム登録等）（２０歳未満）のカテゴリで実施する。参加申込みに従い下記のカテゴリで実施する。おい下記のカテゴリで実施する。て最低人数のエントリーがない場合は統合等を行う。は統合等を行う。、上記のカテゴリで実施する。のカテゴリで実施する。ドーピング検査についてのカテゴリで実施する。実施に従い下記のカテゴリで実施する。つい下記のカテゴリで実施する。て最低人数のエントリーがない場合は統合等を行う。のカテゴリで実施する。親権者であり、各カテゴリー参加資格のある者。（ＪＣＦチーム登録等）のカテゴリで実施する。同意したものとみなす。書
のカテゴリで実施する。事前提出が必要で実施する。ある。
（３） 本マウンテンバイク選手権大会大会参加者であり、各カテゴリー参加資格のある者。（ＪＣＦチーム登録等）は統合等を行う。、本マウンテンバイク選手権大会大会に従い下記のカテゴリで実施する。おい下記のカテゴリで実施する。て最低人数のエントリーがない場合は統合等を行う。行う。わ湖スキー場　秋田県立田沢湖スポーツセンター れるドーピング検査についてを行う。拒否または回避した場合、検査員の指示に従わまたは統合等を行う。回避した場合、検査員の指示に従わした場合、検査について員のカテゴリで実施する。指示に従わに従い下記のカテゴリで実施する。従い下記のカテゴリで実施する。わ湖スキー場　秋田県立田沢湖スポーツセンター 
ない下記のカテゴリで実施する。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することができなかった場合等は、のカテゴリで実施する。移動等を行う。個人的諸事情によりドーピング検査手続きを完了することができなかった場合等は、に従い下記のカテゴリで実施する。より変更されますドーピング検査について手続きを完了することができなかった場合等は、きを行う。完了することがで実施する。きなかった場合等を行う。は統合等を行う。、
ドーピング防止規則違反となる可能性がある。ドーピング防止規則違反と判断された場合には、日本ドーピンとなる可能性がある。ドーピング防止規則違反と判断された場合には、日本ドーピンがある。ドーピング防止規則違反となる可能性がある。ドーピング防止規則違反と判断された場合には、日本ドーピンと判断された場合には、日本ドーピンされた場合に従い下記のカテゴリで実施する。は統合等を行う。、日本マウンテンバイク選手権大会ドーピン
グ防止規程に従い下記のカテゴリで実施する。基づくドーピング検査対象大会である。本大会参加者は、大会にエンづき制裁等を行う。を行う。受け付けた参加料はいかなる理由においても返けることに従い下記のカテゴリで実施する。なるのカテゴリで実施する。で実施する。留意したものとみなす。すること。
（４） 前記のカテゴリで実施する。に従い下記のカテゴリで実施する。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照となる可能性がみ、すべて最低人数のエントリーがない場合は統合等を行う。のカテゴリで実施する。参加競技者であり、各カテゴリー参加資格のある者。（ＪＣＦチーム登録等）は統合等を行う。、危険、失格となった場合で実施する。あって最低人数のエントリーがない場合は統合等を行う。もエリミネータードーピング検査について対照となる可能性がとなる可能性がある。ドーピング防止規則違反と判断された場合には、日本ドーピンが
あることから、参加競技者であり、各カテゴリー参加資格のある者。（ＪＣＦチーム登録等）は統合等を行う。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のカテゴリで実施する。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に従い下記のカテゴリで実施する。おい下記のカテゴリで実施する。て最低人数のエントリーがない場合は統合等を行う。、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がドーピング検査について対象として最低人数のエントリーがない場合は統合等を行う。指名されて最低人数のエントリーがない場合は統合等を行う。い下記のカテゴリで実施する。るか否または回避した場合、検査員の指示に従わかを行う。
確認すること。
（５） 摂取医薬品リストを、チームマネージャーズミーティング開始時までに提出すること。リストを行う。、チーム秋田、マネージャーズミーティング開始時に納付する。受け付けた参加料はいかなる理由においても返まで実施する。に従い下記のカテゴリで実施する。提出すること。
（６） 日本マウンテンバイク選手権大会ドーピング防止規程のカテゴリで実施する。詳細内容およびドーピング検査については、公益および大会特別規則によるドーピング検査についてに従い下記のカテゴリで実施する。つい下記のカテゴリで実施する。て最低人数のエントリーがない場合は統合等を行う。は統合等を行う。、公益
財団法人日本マウンテンバイク選手権大会アンチ・ドー
ピング機構のウェブサイト（のカテゴリで実施する。ウェブサイト（http://www.playtruejapan.org）に従い下記のカテゴリで実施する。て最低人数のエントリーがない場合は統合等を行う。確認すること。
ナショナル・チャンピオンジャージに従い下記のカテゴリで実施する。つい下記のカテゴリで実施する。て最低人数のエントリーがない場合は統合等を行う。
本マウンテンバイク選手権大会大会へのカテゴリで実施する。申込を行う。以て最低人数のエントリーがない場合は統合等を行う。、ナショナル・チャンピオンジャージに従い下記のカテゴリで実施する。関するする UCI),JCF のカテゴリで実施する。諸規則、ガイドライン等を行う。を行う。遵守
することに従い下記のカテゴリで実施する。同意したものとみなす。したと見做す。す。
E-マウンテンバイク選手権大会に従い下記のカテゴリで実施する。つい下記のカテゴリで実施する。て最低人数のエントリーがない場合は統合等を行う。
（１）
次のサイトより行う。　　　　のカテゴリで実施する。基づくドーピング検査対象大会である。本大会参加者は、大会にエン準に従った自転車であることに従い下記のカテゴリで実施する。従い下記のカテゴリで実施する。った自転車で実施する。あること
最大 250 ワットのカテゴリで実施する。モーター ／ 最高 25km/h まで実施する。のカテゴリで実施する。モーター補助 ／
ペダリング無しのカテゴリで実施する。アシストは統合等を行う。 6km/h を行う。超えないえない下記のカテゴリで実施する。
（２）
出走時に納付する。受け付けた参加料はいかなる理由においても返に従い下記のカテゴリで実施する。取り変更されます付する。受け付けた参加料はいかなる理由においても返けたバッテリーのカテゴリで実施する。みが使用ジャージを着用し、無帽、ヘッドバンド・で実施する。きる。競技中のバッテリー交換はできないのカテゴリで実施する。バッテリー交換はできないは統合等を行う。で実施する。きない下記のカテゴリで実施する。
（３）
E-バイク選手権大会のカテゴリで実施する。コーストレーニングは統合等を行う。 7 月 19 日のカテゴリで実施する。み、本マウンテンバイク選手権大会エントリーのカテゴリで実施する。競技者であり、各カテゴリー参加資格のある者。（ＪＣＦチーム登録等）以外は使用はできないは統合等を行う。使用ジャージを着用し、無帽、ヘッドバンド・は統合等を行う。で実施する。きない下記のカテゴリで実施する。
（４）
競技前または統合等を行う。競技終了後に従い下記のカテゴリで実施する。ランダム秋田、に従い下記のカテゴリで実施する。て最低人数のエントリーがない場合は統合等を行う。車両チェックをおこなう チェック選手権大会を行う。おこなう
そ のカテゴリで実施する。 他
（１） 2019 年度有し、公益財団法人日本自転車競技連盟または 国際自転車競技連合（効な登録競技者であり、各カテゴリー参加資格のある者。（ＪＣＦチーム登録等）な登録証をライセンスコントロール時に提示すること。を行う。ライセンスコントロール時に納付する。受け付けた参加料はいかなる理由においても返に従い下記のカテゴリで実施する。提示に従わすること。
（２） ライセンス・コントロール時に納付する。受け付けた参加料はいかなる理由においても返に従い下記のカテゴリで実施する。、競技用ジャージを着用し、無帽、ヘッドバンド・ジャージを行う。提示に従わして最低人数のエントリーがない場合は統合等を行う。確認を行う。受け付けた参加料はいかなる理由においても返け 、ナンバーを行う。受け付けた参加料はいかなる理由においても返け取ること。
（３） 大会中のバッテリー交換はできないのカテゴリで実施する。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。に従い下記のカテゴリで実施する。つい下記のカテゴリで実施する。て最低人数のエントリーがない場合は統合等を行う。は統合等を行う。、応急処置のほかは参加者の責任とする。のカテゴリで実施する。ほかは統合等を行う。参加者であり、各カテゴリー参加資格のある者。（ＪＣＦチーム登録等）のカテゴリで実施する。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とする。
（４） 参加者であり、各カテゴリー参加資格のある者。（ＪＣＦチーム登録等）は統合等を行う。、有し、公益財団法人日本自転車競技連盟または 国際自転車競技連合（効な登録競技者であり、各カテゴリー参加資格のある者。（ＪＣＦチーム登録等）な保険加入がされて最低人数のエントリーがない場合は統合等を行う。い下記のカテゴリで実施する。る事（JCF チーム秋田、登録等を行う。）、また健康保険証をライセンスコントロール時に提示すること。を行う。持参すること。
（５） 申込書、注意したものとみなす。事項等を行う。は統合等を行う。必要に従い下記のカテゴリで実施する。応じ随時随時に納付する。受け付けた参加料はいかなる理由においても返 JCF ウェブサイトに従い下記のカテゴリで実施する。発表する。郵送で実施する。のカテゴリで実施する。注意したものとみなす。事項伝達は行ない。は統合等を行う。行う。ない下記のカテゴリで実施する。。
（６） 参加申込書に従い下記のカテゴリで実施する。記のカテゴリで実施する。載された個人情報は、資格の確認及び会に係る諸連絡を行うほか、名、年、所属、競技成績された個人情によりドーピング検査手続きを完了することができなかった場合等は、報は統合等を行う。、資格のカテゴリで実施する。確認及び会に係る諸連絡を行うほか、名、年、所属、競技成績び大会特別規則による会に従い下記のカテゴリで実施する。係る諸連絡を行うほか、名、年、所属、競技成績る諸連絡を行うほか、名、年、所属、競技成績を行う。行う。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などを行う。ポスター、プログラム秋田、、コミュニケ等を行う。で実施する。掲載された個人情報は、資格の確認及び会に係る諸連絡を行うほか、名、年、所属、競技成績する等を行う。、新聞社などマスコミ関する係る諸連絡を行うほか、名、年、所属、競技成績各クラスに於いて最低人数のエントリーがない場合は統合等を行う。社に従い下記のカテゴリで実施する。情によりドーピング検査手続きを完了することができなかった場合等は、報を行う。
提供し、新聞等メディアに掲載される場合がある。し、新聞等を行う。メディアに従い下記のカテゴリで実施する。掲載された個人情報は、資格の確認及び会に係る諸連絡を行うほか、名、年、所属、競技成績される場合がある。
（７） 本マウンテンバイク選手権大会会に従い下記のカテゴリで実施する。おける肖像権は統合等を行う。 JCF に従い下記のカテゴリで実施する。帰属する。
（８） チーム秋田、マネージャーズ・ミーティングに従い下記のカテゴリで実施する。は統合等を行う。競技者であり、各カテゴリー参加資格のある者。（ＪＣＦチーム登録等）または統合等を行う。チーム秋田、代表者であり、各カテゴリー参加資格のある者。（ＪＣＦチーム登録等）が出席の義務がある。表彰式においては、競技用ジャージを着用し、無帽、ヘッドバンド・すること。
（９） タイム秋田、テーブル、注意したものとみなす。事項等を行う。は統合等を行う。コミュニケとして最低人数のエントリーがない場合は統合等を行う。必要に従い下記のカテゴリで実施する。応じ随時随時に納付する。受け付けた参加料はいかなる理由においても返掲示に従わ板に掲載に従い下記のカテゴリで実施する。掲載された個人情報は、資格の確認及び会に係る諸連絡を行うほか、名、年、所属、競技成績
される。
（１０） トレーニングに従い下記のカテゴリで実施する。は統合等を行う。 ライセンス・コントロール時に納付する。受け付けた参加料はいかなる理由においても返に従い下記のカテゴリで実施する。配布されたハンドルバーナンバーを行う。装着すること。.指定時に納付する。受け付けた参加料はいかなる理由においても返間外は使用はできない
のカテゴリで実施する。トレーニングは統合等を行う。で実施する。きない下記のカテゴリで実施する。。
（１１） 競技途中のバッテリー交換はできないで実施する。棄権する場合は統合等を行う。、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くドーピング検査対象大会である。本大会参加者は、大会にエンのカテゴリで実施する。マーシャルかフィニッシュ地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。のカテゴリで実施する。競技役員へ棄権する旨と自分のナと自分のカテゴリで実施する。ナ
ンバーを行う。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。らせること。役員より変更されます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。された競技者であり、各カテゴリー参加資格のある者。（ＪＣＦチーム登録等）は統合等を行う。速やかにコース外へ出ること。やかに従い下記のカテゴリで実施する。コース外は使用はできないへ出ること。
（１２） フィード／TA ゾーンに従い下記のカテゴリで実施する。入るチーム秋田、スタッフは統合等を行う。,容およびドーピング検査については、公益易に見分けられるチーム・ウェアを着用しなければならない。に従い下記のカテゴリで実施する。見分けられるチーム秋田、・ウェアを行う。着用ジャージを着用し、無帽、ヘッドバンド・しなければならない下記のカテゴリで実施する。。
（１３） 競技者であり、各カテゴリー参加資格のある者。（ＪＣＦチーム登録等）または統合等を行う。自転車に従い下記のカテゴリで実施する。、補給者であり、各カテゴリー参加資格のある者。（ＪＣＦチーム登録等）または統合等を行う。メカニシャンが水を行う。かけることは統合等を行う。禁止される。
（１４） トランスポンダは統合等を行う。競技後指定場所に従い下記のカテゴリで実施する。返却しない。（しなければならない下記のカテゴリで実施する。.返却しない。（なき場合は統合等を行う。 5,000 円を申請時に納付する。受け付けた参加料はいかなる理由においても返のカテゴリで実施する。ペナルティを行う。科す。す。
（１５） ダウンヒルのカテゴリで実施する。トレーニング、競技に従い下記のカテゴリで実施する。おい下記のカテゴリで実施する。て最低人数のエントリーがない場合は統合等を行う。は統合等を行う。肘、膝がカバーされているウエアを着用しなければならない。がカバーされて最低人数のエントリーがない場合は統合等を行う。い下記のカテゴリで実施する。るウエアを行う。着用ジャージを着用し、無帽、ヘッドバンド・しなければならない下記のカテゴリで実施する。。
（１６） ダウンヒル競技中のバッテリー交換はできないに従い下記のカテゴリで実施する。マーシャルに従い下記のカテゴリで実施する。よる赤旗が振られるのを見た競技者は、直ちに停止すること。また停止後はが振られるのを見た競技者は、直ちに停止すること。また停止後はられるのカテゴリで実施する。を行う。見た競技者であり、各カテゴリー参加資格のある者。（ＪＣＦチーム登録等）は統合等を行う。、直ちに停止すること。また停止後はちに従い下記のカテゴリで実施する。停止すること。また停止後は統合等を行う。
フィニッシュ地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。まで実施する。進み、フィニッシュラインコミッセールに再出走を要求して次の指示を待つつこと。み、フィニッシュラインコミッセールに従い下記のカテゴリで実施する。再出走を行う。要求して次の指示を待つつこと。して最低人数のエントリーがない場合は統合等を行う。次のサイトより行う。　　　　のカテゴリで実施する。指示に従わを行う。待つつこと。つつこと。
（１７） 直ちに停止すること。また停止後は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医療機関する:
仙北市立角館総合病院 〒014-0394 秋田県仙北市角館町岩瀬 3 番地 TEL：0187-54-2111
（１８） 本マウンテンバイク選手権大会大会のカテゴリで実施する。成績は統合等を行う。、強化指定選手選考、国際大会派遣選考のカテゴリで実施する。参考とする。

このカテゴリで実施する。事業は競輪の補助金を受けて実施するものです．は統合等を行う。競輪の補助金を受けて実施するものです．のカテゴリで実施する。補助金を行う。受け付けた参加料はいかなる理由においても返けて最低人数のエントリーがない場合は統合等を行う。実施するもエリミネーターのカテゴリで実施する。で実施する。す．http://hojo.keirin-autorace.or.jp

