
開催予定日 名称 場所 Web/ 問い合わせ先種別 種目

2014　　MOUNTAINBIKE　Calendar　　　　　2014/05/16( 更新 )

４月６日 J2 XCO MTB FESTIVAL Spring 2014 in 緑山スタジオシティ 緑山スタジオシティ / 神奈川県横浜市 http://www7b.biglobe.ne.jp/~mtb/ 03-3939-8213

４月１３日 J2 XCO 菖蒲谷 MTB　Ｊ２クロスカントリー 菖蒲谷森林公園 / 兵庫県たつの市 http://tatunomtb.blog74.fc2.com/ 0791-60-2280

http://tatunomtb.blog74.fc2.com/ 0791-60-2280

XCO 吉備高原 MTB 大会 / キッズ ・ ジュニアＭＴＢ中国地区大会
吉備高原都市自然レクレーション区域

吉備高原ＭＴＢコース／  岡山県加賀郡吉備 http://okayama-cycle.com/ 086-952-3144

４月２７日

４月２０日

J3

J3

ＤＨＩ パレ那須ダウンヒル Ｊ３( 仮 ) パレ那須オフロードパーク / 栃木県那須塩原市 http://tochigimtb.blog106.fc2.com/ 028-652-5661

５月３-４日 J1 XCO ＪＣＦジャパンシリーズＪ１ XCO びわ湖高島ＳＴＡＧＥ

ＪＣＦジャパンシリーズＪ１ XCO 雫石ＳＴＡＧＥ

ＪＣＦマウンテンバイクジャパンシリーズ in 石川／
白山一里野温泉

ＪＣＦマウンテンバイクジャパンシリーズ in 石川／
白山一里野温泉

ＪＣＦジャパンシリーズＪ１ ＤＨＩ 雫石ＳＴＡＧＥ

ＪＣＦジャパンシリーズＪ１ ＤＨＩ びわ湖高島ＳＴＡＧＥ

朽木スキー場　/ 滋賀県高島市 http://www.846.info   0740-22-2256

５月５-６日 J1 ＤＨＩ

XCO

XCO

XCO

XCO

XCO

XCO

XCO
XCEN

XCEN

ＤＨＩ

ＤＨＩ

ＤＨＩ

箱館山スキー場 / 滋賀県高島市

Prince Snow Risorts 雫石スキー場 /
　　　　　　　　　　　岩手県岩手郡雫石町

Prince Snow Risorts 雫石スキー場 /
　　　　　　　　　　　岩手県岩手郡雫石町

http://www.846.info   0740-22-2256

http://www.846.info   0740-22-2256

http://www.846.info   0740-22-2256

５月２４-２５日

６月１３-１４日

６月１４-１５日

８月２-３日

５月３１-６月１日

５月３１-６月１日

１０月１１-１３日

１０月１１-１３日

９月３０日

　　６月１日

　　９月７日

　　１２月１４日

　　２月２２日
平成２７年

３月
平成２７年

１０月２４-２６日

１０月２４-２６日

J 国際
Class3 XCO

ＤＨＩ

XCO

ＤＨＩ

XCO

マウンテンカーニバルで GO ！／
2014 Ｊ八幡浜 インターナショナル クロスカントリー 八幡浜市民スポーツパーク / 愛媛県八幡浜市 http://www.city.yawatahama.ehime.jp/mtb/

0894-22-3111

J1 富士見パノラマ大会 ( 春 )

富士見パノラマ大会 ( 春 )

富士見パノラマリゾート / 長野県富士見町

富士見パノラマリゾート / 長野県富士見町

http://www.event.dynoco.jp/  080-2066-4441

http://www.event.dynoco.jp/  080-2066-4441J1

J1 富士見パノラマ大会 ( 秋 )

富士見パノラマ大会 ( 秋 )

エンデュランス東吾妻 MTB ライド

第１３回 全国小学生 ・ 中学生マウンテンバイク大会

第２８回　Ｇｏｌｄ　Ｃｕｐ

第１７回 アジア大会　MTB ・ XCO

a.b.c.cup　vol.62

a.b.c.cup　vol.63

a.b.c.cup　vol.64

a.b.c.cup　vol.65

富士見パノラマリゾート / 長野県富士見町

富士見パノラマリゾート / 長野県富士見町

東吾妻町役場東支所

白山一里野温泉スキー場 / 石川県白山市

白山一里野温泉スキー場 / 石川県白山市

▼▽▼/ 韓国インチョン

幕張海浜公園 G ブロック / 千葉県千葉市

幕張海浜公園 G ブロック / 千葉県千葉市

スノーハープ / 長野県白馬村

幕張海浜公園 G ブロック / 千葉県千葉市

幕張海浜公園 G ブロック / 千葉県千葉市

柴田興業 ( 株 ) 内 / 愛知県新城市

スノーハープ / 長野県白馬村

http://www.event.dynoco.jp/  080-2066-4441

１０月４-５日 XCOJ２ 勢和多気ＭＴＢレース　（Ｊ２　勢和多気） 勢和の森ＭＴＢパーク / 三重県多気郡 http://cycling-taki.com/  0598-49-4800

http://www.event.dynoco.jp/  080-2066-4441

　　　　　準備中  　　　　　　　　 03-6300-9963

　　　　　準備中  　　　　　　　　 083-259-8555

http://www.mtb-ishikawa.com  090-1630-0708

http://www.mtb-ishikawa.com  090-1630-0708

http://www.japan-mtb.org 　03-5363-3200

XCO
XCE

ＤＨＩ
４Ｘ

９月２-７日

９月２-７日

ＵＣＩ　MTB　世界選手権大会 ▼▽▼/ ノルウェー http://jcf.or.jp/

ＵＣＩ　MTB　世界選手権大会 ▼▽▼/ ノルウェー http://jcf.or.jp/

http://jcf.or.jp/

http://www.japan-mtb.org 　03-5363-3200

http://www.japan-mtb.org 　03-5363-3200

http://hakubamtb.com 　0261-75-2895

http://www.japan-mtb.org 　03-5363-3200

http://www.japan-mtb.org 　03-5363-3200

http://www.japan-mtb.org 　03-5363-3200

J1

J3

J1

J1

XCO
ＤＨＩ

７月１９-２０日 第２７回 全日本選手権大会 XCO/DHI 日本サイクルスポーツセンター / 静岡県伊豆市 http://www.japan-mtb.org 　03-5363-3200CN

７月２６-２７日 ＤＨＧＰ Ｊ３ 吉無田 吉無田高原 緑の村 キャンプ場 / 熊本県上益城郡 http://www.ob-q.net 　090-7161-9526

８月１６-１７日 グリーンピア三木　ＭＴＢ　Ｊ２クロスカントリー グリーンピア三木 / 兵庫県三木市Ｊ２

Ｊ２

http://whmtb.com　 080-1625-6868ＤＨＩ９月２６-２７日

１０月１８-１９日

９月２０-２１日

ＪＣＦジャパンマウンテンバイクシリーズ　ウイングヒルズ白鳥リゾート

ＪＣＦマウンテンバイクジャパンシリーズ　白馬大会

ウイングヒルズ白鳥リゾート / 岐阜県郡上市白鳥町Ｊ１

Ｊ１

CC

XCO９月２８日 J2 クロスカントリー in みさか自然の森 みさか自然の森 / 山口県下関市

CM

CM

JMA

JMA

JMA

JMA

JMA

JMA

J1

J1

J3

６月２１-２２日 平成２６年度普及 ・ 指導者養成講座　第二回 日本サイクルスポーツセンター / 静岡県伊豆市 http://www.japan-mtb.org 　03-5363-3200JMA ―

　６月１４-１５日 平成２６年度普及 ・ 指導者養成講座　第一回 グリーンピア三木 / 兵庫県三木市 http://www.japan-mtb.org 　03-5363-3200JMA ―

　１１月１５-１６日 平成２６年度インストラクター検定 日本サイクルスポーツセンター / 静岡県伊豆市 http://www.japan-mtb.org 　03-5363-3200JMA ―

―

―

―

―

※種別　CC( 大陸選手権 )、 CM( 世界選手権大会 )、 CN( 国内選手権大会 )、 JMA( 日本マウンテンバイク協会主催 ・ 関連イベント )、 Class3(UCI クラス３)、

※種目　XCO( クロスカントリー )、 DHI( ダウンヒル )、 XCM( クロスカントリーマラソン )、 XCEN( クロスカントリーエンデューロ )、 XCE( クロスカントリーエリミネーター )、 XCTT( クロスカントリータイムトライアル )、 ４X( フォークロス )、

■スタートリストは各大会直前の J シリーズランキングによる (※開幕戦及び J1 第一戦は前年度最終ランキングによる )。

４月６日 J3 XCEN はままつ MTB FES 2014 4 時間耐久 浜松遠州灘海浜公園 / 静岡県浜松市 http://www.countrymorning.net/ 0532-41-8882

http://www.countrymorning.net/ 0532-41-8882４月１３日 J3 ＤＨＩ コマンタレブー　ショートダウンヒル インディアンサマーヘブンスコース / 愛知県新城市


