
今季ＭＣＸＧ　の目玉は・・・・・複合型サイクルクロスゲームはもちろんですが、、

☞

1 開催期日及び会場

ラウンド

1

2

3

2 開催種目及び定員

４０名

１０名

４０名

１０名

４０名

１０名

４０名

１０名

先着３０名

先着１０名

第1弾！　　　「サイクルマルシェ」
第2弾！！　　「ポイント還元」
第3弾！！！　「キャッシュバック」

詳しくは開催ガイド内にて説明いたします！！

５００円
女子 中学生以上の女性

断然お得な☛1dayパス
（ＣＸ２０，４０，６０，ダートケイリン）

男性 高校生以上
６０００円

/人
女性 中学生以上

ファミリー 小学生含む親子

キッズ 小学生のみで編成

ダートケイリン
男子 高校生以上の男性

マデイソン
チーム

（２名編成）

一般男子

5クラス
合計で

１０チーム

中学生以上の男性

２０００円
/１チーム

一般女子 中学生以上の女性

ミックス 高校生以上の男女

中学生以上の男性

４０００円
/１チーム

一般女子 中学生以上の女性

ミックス 高校生以上の男女

ファミリー 小学生含む親子

キッズ 小学生のみで編成

４０００円/人
女子

CX60

男子
高校生以上 ４０００円/人

女子

チーム
（２～４名編成）

一般男子

5クラス
合計で

１０チーム

参加料（円）

MCXG

CX20
男子

小学生以上
４０００円/人
（※）小学生は
２０００円/人女子

CX40
男子

中学生以上

～　ＭＣＸＧ　＆　ミストラルカップ　は種目数てんこ盛り！！　～

大会 種目 クラス 定員
備考

（該当年齢など）

2019年11月10日

吉見総合運動公園

北側サッカーエリア 2019年9月1日　～　11月3日

2020年01月19日 野球場エリア 2019年11月1日　～　2020年1月12日

2020年03月08日 北側サッカーエリア 2020年1月1日　～　3月1日

２０１９～２０２０シーズン
Mistral Cycle Xross Games （兼）　ミストラルカップ　開催ガイド

開催日 会場 エリア エントリー期間



～　ミストラルカップは、ＣＸオムニアム（複合種目）となります　～

ラン バイク 周回数

ＣＫ１ 〇 3周

ＣＫ２ ○ 4周

ＣＫ３ ○ 5周

3 大会スケジュール（エントリー人数などにより一部日程が変わることもあります）

３＋2周

14:10 ～ 14:15

ダート競輪
（順位決定戦）

一般男子
順位決定戦　❶

３＋３周14:15 ～ 14:20
一般男子

順位決定戦　❷

14:20 ～ 14:25
一般男子

順位決定戦　❸

14:25 ～ 14:30
一般女子
（決勝）

13:30 ～ 13:35

スクラッチ

CK1 4周

13:35 ～ 13:45 CK2 6周

13:45 ～ 13:55 CK3 8周

12:45 ～ 12:50
一般男子　予選

❸

13:00 ～ 13:20 マデイソン チーム ６周

12:00 ～ 12:20 CX20 オープン２０ 20分

12:35 ～ 12:40

ダート競輪
（予選）

一般男子　予選
❶

３＋２周12:40 ～ 12:45
一般男子　予選

❷

10:40 ～ 11:20 CX40 オープン４０ 40分

11:20 ～ 12:00 （休憩　試走　❷　CXスクーリング）

9:45 ～ 9:55
ＣＸデユアスロ

ン

CK1+CK２

◆CK1　(ラン）トラック２周＋(バイク）ショートコー

ス1周

◆CK2（ラン）トラック３周＋(バイク）ショートコー

ス１周）

10:05 ～ 10:25 CK3
◆CK3（ラン）トラック３周＋（バイク）ショート

コース2周

7:00 ～ 7:50 試走　受付

8:00 ～ 8:15 開会式（一般ダート競輪　抽選）

8:30 ～9:30 CX60
◆　オープン６０
◆　チーム耐久 ６０分

小学５年生　＆　６年生 ○ ２０名 １５００円/人

時間帯 種目 クラス トラック ショートコース ロングコース

参加料（円）

小学１年生　＆　２年生 ○ ２０名 １０００円/人

小学３年生　＆　４年生 ○ ２０名 １５００円/人

ミストラルカップ

クラス 学年
デユアスロン スクラッチ

定員



4 競技説明

順位 ポイント 順位 ポイント

１位 10 ６位 5

２位 9 ７位 4

３位 8 ８位 3

４位 7 ９位 2

５位 6
１０位
以下 1

5 注意事項 【１】

【２】

・　公園内は一般の散策や他スポーツ利用の方々が多数いますので自転車による事故など発生しないように
くれぐれも注意ください。また指定以外のエリアでの芝生への自転車走行は禁止です。公園内は全域火気使
用が禁止となっています。

【ミストラルカップのギヤ規制】
ミストラルカップでは、レースに使用する自転車の
ギヤ比規制を行います。　開会式前の時間帯にてス
タッフ、選手本人においてギヤチェックを行いま
す。ギヤ比は「５．６ｍ」以内となります。チェッ
クに合格した自転車のみレースで使用できます。
ギヤ比規制を守らない選手はレースの成績が失格と
なりますのでルールを守りましょう。

mistral Cup　ポイントテーブル

※　総合ポイントが同じ場合は「Ｃ
Ｘデユアスロン」の順位が上の選手
を上位とします。

チーム種目のみ参加される方も大会傷害保険に加入いたしますので、参加経費と
してチーム参加料とは別途５００円を戴きます。

チーム種目の参加料はチーム代表の方が指定される口座へ参加料をお支払い願い
ます。

スクラッチ 指定された周回数でのスプリントレースで、スタートからいきなりの勝負です。

・　体調に異変を感じる前にレースを止めることも大切です。特に「複数種目」に参加されます選手は日よ
けなども含めテント設営を指定エリアに認めます。

・　使用する自転車は、電動自転車、電動アシスト自転車以外なら前後ブレーキが装備されていればＯＫで
す。（尚車輪サイズは最大７００Ｃまでとします）

・　「撮影行為」・・・・レース中の撮影は認めますが、くれぐれもプライバシーの保護に責任をもってく
ださい。

・　「肖像権の扱い」・・・・上記とも関連しますが、大会の結果などミストラルのホームページに参加さ
れた方々の画像を用いることがあります。大会終了後一定期間内は主催者側に肖像権の扱いを認めさせてい
ただきます。

マデイソン

（チーム）　２名で編成される。「奇数周回」「偶数周回」担当を２名の中で事前に決めておく
（レース）　ショートコースを６周行う。先頭チームに途中で抜かれた場合も全チームが６周の
レースを走りレースが終了となる。
（選手交代） 決められた選手交代エリアにおいて、ボデイータッチにより選手交代を行う。

ダートケイリン
・　先導するペーサーの後ろに位置して決められた周回数を走る。
・　ペーサーが抜けたあと、決められた周回数のスプリントにより勝負をする。

ＣＸ
デユアスロン

一斉に前半パートのランニングをスタートします。その後決められた交換場所にてランニ
ングからバイクへ換えて後半のバイクレースをします。

種　　目 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容

ＣＸ（シクロク
ロス）

・　一斉スタート（マスドスタートあるいはローリングスタート）で凡そ指定された競争
時間でレースが終了。
・　周回数などの情報はゴール地点にて周回表示板にて表示されます。
・　先頭選手がゴール後、以降走る選手はゴール地点にてレース終了（ゴール）となりま
す。

チーム60分耐久

・　チームは2名～4名で編成される。
・　選手交代は指定されたエリア内のボデイータッチにより自由に行ってよい。
・　ピットクローズはレース進行時間と関係なく行いません。
・　ＣＸ６０のレースと同時に行われるので、グループ内の先頭選手がゴールした以降は
ゴール地点にてレース終了（ゴール）となります。

14:30 ～ 15:00 撤収作業（全員で）

15:00 ～ 15:20 閉会式　（表彰　じゃんけん大会）



【３】

【４】

6 問い合わせ先 Mistral Cycle Xross Games サイトの「問い合わせ」からお願いいたします。

http://mistral-cxg.com/contact

7 エントリー 以下のエントリーフォームからお申込みください
↓

https://form.os7.biz/f/db7bb168/

8 新企画第1弾！　☛「サイクルマルシェ」について

新企画第2弾！！　☛「ポイント還元」について
10月から消費税が10％にアップ ToT

ポイントは第3戦（2020年3月大会）エントリーから使用可能とします。

1dayパス 600円

10%

400円
CX40 400円
CX60 400円

ダート競輪 50円
マデイソン 200円

「ＣＸ２０」に参加する選手で（Ｕ10/U12/U14）該当選手の参加料は２，００
０円となります。「ミストラルカップ」参加料とは別にお支払いください。

エントリー〆切は大会開催１週間前を基本とします。参加料の入金をもって正式
なエントリーとなりますので、必ず入金期限を厳守願います。
エントリー〆切後の申込みについては、主催者と個別に相談となりますが、参加
が認められる場合は「レイトフィー」として別途５００円が参加料に加算されま
す。

子供に自転車買ってあげたいけど高いよなぁ…、なんで自転車のパーツってこんな高いの？？？ヤフオクで売りたいけど手間の
割には実入りが少なくて面倒なんだよなぁ、などなど、皆さん共通の悩みじゃないでしょうか？

そんな皆さんをミストラルがお手伝い！「サイクルマルシェ」やります！

不要になったサイクル用品のフリマです！
大会当日、以下の手順で開催します。
①大会本部でサイクルマルシェ参加を伝える。
②商品カードを受け取り、商品のアピールポイントなどを記入（目立つように装飾などなどOK！）
③サイクルマルシェ用「のぼり」を受け取る。
④ご自分の待機エリアに戻り、商品を陳列（ポスター、看板などなど派手にしましょう！）、のぼりを設置。
⑤お客さんを呼び込む！！！（大会MCも呼び込みをお手伝いします！！！）
みんなのフリマです。開催については以下の点にご注意ください。

・出品に際して出品料等の費用は発生しません。無料で出品できます。
・出品商品は自転車およびその関連製品とします。
・主催者が不適切と判断した商品は出品をお断りします。
・開催時間は大会当日の試走開始から最終競技終了までとします。
・出品に使用するシート、テーブル、テント等は出品者各自でご用意ください。
・出品エリアにはポスター、看板、装飾などを自由に行って結構です。
・終了後は速やかにのぼりを大会本部にご返却ください。
・商品の購入希望者は出品カードをご確認いただき、出品者と購入の手続きを行ってください。
・主催者はサイクルマルシェの会場のみの提供を行い、商品取引に関するトラブル、事故、盗難について一
切の責任を負いかねます。

皆さんバイク用品、大会参加費、遠征費、などなど大変ですよね。ミストラルの台所事情も厳しいですが、

そんな時だからこそ！
ミストラルはやります！
消費税と同じく10％を参加選手にポイント還元！
第1戦、第2戦で貯まったポイントを第3戦の参加料に還元します！
例えば第1戦、第2戦に1dayパスで参加するとポイント還元は1,200円（600円X2回）そして第3戦に1dayパスで
エントリーした場合、参加料は4,800円！（6,000円-1,200円）
是非、是非、活用してください！！！

MCXG
（対象大会）
第1戦/第2戦

参加クラス 獲得ポイント ポイント還元額

CX20

http://mistral-cxg.com/contact
https://form.os7.biz/f/db7bb168/


新企画第３弾！！！　☛「キャッシュバック」について
MCXGは、「自転車大運動会」
一人参加も良いのですが、やはり運動会でありますので仲間とワイワイガヤガヤして盛り上がりたいですね～ MCXG
に新規参加のお友達、お知り合い、ご家族を最大4名までお誘いいただいた場合は、新規参加者1名につき500円の
キャッシュバックをさせていただきます。大会当日受付時に名簿を提出いただきまして、キャッシュバック（現金）をお渡
しいたします。


