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CYCLE AID JAPAN Cup 2016-2017 

Fuji-Yatsugatake Bicycle Glance Meeting 

 

＜＜＜CAJ カップ 2016‐2017 富士八ヶ岳バイシクルグランスミーティング＞＞＞ 

 

 

 

 

・・・企画原案・・・ 
 

 
 

1：はじめに 
 

2：富士山と八ヶ岳 
 

3：バイシクルグランスミーティング 

4：２４／２４記念大会 
 

5：４＋２シミュレーション 
 

6：組織図 
 

 

 

 

 
社団法人国際自転車交流協会 

 

２０１６年０２月２２日 

コースクリエイト＆転遊研メンバーズ 
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・・・・・ はじめに ・・・・・ 
【自転車の多様性をハード・ソフト・インフラ・ハートの４つに凝縮】 
【レースでもあり、ツーリングでもある。等身大イベントで自転車市民権を！】 

 

東日本大震災の復興支援を目的に、 

被災地を巡るコースで、かつてない規模で開催された「CAJ／サイクルエイドジャパン」。 

 

その運営に２０１２年、２０１３年と２年連続で係り、 

当初の企画イメージとは異なる形での実施に落ち着いた状況を見て 

日本の自転車走行環境の不備を改めて痛感しました。 

 

しかし自転車は、日常でも、スポーツでも、そして旅の相棒としても、 

多様に親しまれている、超優良マンパワービークルです。 

 

 

そのスポーツサイクリングですが、 

最近提言されているスポーツ三要素「する、みる、ささえる」に当てはめた場合、 

「ユーザー＋ショップ＋地域」の三位一体型サイクリングクラブの、組織的な活動に他なりません。 

 

『時には参加者、時には主催者』、そして『走り出したら自己責任』。 

このふたつは、等身大の自転車イベントを企画する際の基本です。 

 

CAJ では、この部分に期待して企画イメージを膨らましたと想像しますが、 

残念ながら、日本では、等身大自転車イベントを容認する自転車市民権の獲得には至っていません。 

 

 

等身大自転車イベントの例を挙げるなら、愛好者急増中の“ブルべ”がそれに相当します。 

各地の有志がＢＲＭ（国際的なブルべの組織）にコースの公認申請をし、 

参加者はその完走認定を受けるもので、「ブルべ」とは“認定”と言う意味のフランス語です。 

 

街道を行くロングライドファストランツーリング「ブルべ」。 

山道を地図を頼りに駆け抜ける「ＭＴＢラリーレイド」。 

そして、まち道を得意とする逆転の発想のサイクルオリエンテーリング「トレジャーハント２６」。 

これらは、ツーリングコンペティションとジャンル分けされていますが、日本ではまだ認知されていません。 

 

自転車は個人でも楽しめます。 

 

が、自転車走行環境整備には自転車市民権の獲得や、関係者の連携が必要で、 

さらに重要なのは、「街道」、「山道」、「まち道」を網羅することです。 

それには組織で楽しむツーリングコンペティションを軸とするのが必然と考えます。 

 

CAJ のイメージした企画は、このツーリングコンペティションに近いものだったように思います。 

 

では「CAJ NEXT」を三種のツーリングコンペティションを使って組み立てればと思われるでしょうが、 

ＭＴＢの山道走行問題が壁として立ちはだかります。 

 

ＭＴＢ問題をクリアしなければ、この話の先にある「春需でソフトを！」には進めません！ 
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・・・・・ 富士山と八ヶ岳 ・・・・・ 
 

富士山と八ヶ岳の背くらべ。。。（http://www.fujigoko.tvより抜粋） 
大昔、毎日向き合っている富士山の女神の浅間さまと、八ヶ岳の男神の権現さまが、言い争いを始め、「私のほうが高い」「い

や、ワシのほうじゃ」と、お互いにゆずリません。そこで、木曽御岳山の阿弥陀如来さまに、背くらべの判定役をお願いすること

に。すると「二つの山のてっぺんに、長い樋を渡し、水を流したらどんなものか？」と名案を思いつき、背くらべの日、二つの山

に樋を渡し、さっそく水を流してみました。水は、富士山のほうへと流れていきました。大昔は、富士山よりも、八ヶ岳のほうが

高かったのです。しかし、気の強い富士の女神さまは、思わず八ヶ岳の頭を、ゴツンとなぐってしまい、八ヶ岳の頭は八つに割

れてしまいました。この日から、富士山は日本一の山になり、八ヶ岳は今日の姿になったということです。 

 

と言うような因縁もある富士山と八ヶ岳ですが、 

アウトドアフィールドとして、夏も冬も、シーズンを問わず、首都圏のみならず、 

日本全国、海外からも訪問者は絶えません。 

 

もちろん、サイクリングも盛んで、 

大学の合宿やレンタサイクルなど、早くからメッカとなっており、 

ＭＴＢブームの際も、日本初と称するイベントが数多く開催され、 

他のエリアでブームが沈静化した今も、日本を代表するＭＴＢイベントが複数開催されています。 

 

 

その富士山と八ヶ岳周辺では、私も過去に以下のような自転車企画を重ねています。 
 

富士山エリア 八ヶ岳エリア 
Ｍｔ．富士ＭＴＢフェスティバル（河口湖総合公園）ED 

ＪＪカップ（富士スピードウエイ）ED 

日本初の２００ｋｍブルべ（厚木～精進湖往復） 

マイクスカップ（富士スピードウエイ）ED 

ミズタニカップ（創造の森オートキャンプ場）ED 

レイライン富士１００㎞（くぬぎ平スポーツ公園）ED 

レイド・オブシディアン（富士山一周） 

自転車さんぽ◆◆河口湖かっぱ巡り 

自転車さんぽ◆◆ＬＬＦ本栖湖 

Ｌ’英雄（西湖～富士ヶ嶺～河口湖） 

トライＣカップ㏌姫木平 

タンデムギャザリング㏌八ヶ岳高原ロッジ 

シマノ遊ｉｎｇＡＴＢ１９８９／小海町・原村 ED 

スペシャライズドカップ（小海リエックススキーバレー）ED 

シマノバイカーズフェスティバル／小海町・清里 ED 

エジプト３０王朝ラリー・プラクティス／旧望月町 

とれとれバイク／八ヶ岳バイク、信玄道隠し 

ホワイトローズカップ㏌女神湖 ED 

ツール・ド・八ヶ岳 

マイティデューロＭＴＢ２４時間耐久レース ED 
 

プライベート企画から販促イベントまで規模の大小が含まれており、 

ＭＴＢ耐久レースを表す「ED」と記してあるもの以外は、 

ツーリング、ヒルクライム、ファストラン、ＭＴＢラリーレイド、ＴＨＴ２６とバラエティに富んでいます。 

 

これ以上に、他の主催者が数多くの自転車イベントを行っている富士八ヶ岳エリアですが、 

他のエリア同様、やはりＭＴＢの影は薄くなっています。 

 

その大きな要因は、ＭＴＢで恒常的に走る場所が無いと言う、 

スポーツ三要素「する、みる、ささえる」の、「ささえる」が欠けているからです。 

それはクローズドサーキットばかりを提供し、 

ツーリング環境整備を怠って、ＭＴＢの山道走行問題が壁として残っていることに直結します。 

 

 

以下は、それを補う「レース＋ツーリング＋ワークショップ」の提案になります。 
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・・・・・ バイシクルグランスミーティング ・・・・・ 
【レース＋ツーリング＋ワークショップ≒自転車目線のトーナメント企画】 

 

“ツーリングコンペティション”がどんなに有効かつ汎用性の高い自転車ソフトだとしても、 

自転車市民権を得られていない日本ではまだ認知されておらず、 

その訴求作業と並行して、その企画を組み立てるのは時期尚早と言われる所以です。 
 

一般道でも認知されていない現状で、日常のセキュリティの範囲外で行うＭＴＢの山道利用は、 

走り出したら自己責任をどんなに主張しても、 

社会通念上も、法律上も、迷惑行為に分類されてしまいます。 
 

そのため、当企画だけでなく、様々なＭＴＢ愛好者が、色々なエリアで、 

それぞれの方法で涙ぐましいアプローチを行っていますが、局地戦の様相を呈しており、 

総力戦に切り替えなければこの話の先、「春需でソフトを！」に進めません。 

 
そこで、地域密着型等身大自転車イベントの実績を持つＭＴＢ耐久レースをメインに据え、 

ＭＴＢツーリングを併催する“自転車目線のトーナメント企画”を提案します。 

 
“自転車目線”とは、自動車より丁寧に、歩くよりは広範囲に、“道”が見えると言うような意味で、 

全ての道を走るＭＴＢ企画だからこそ、強く意識したいと思います。 

また敢えてレースをメインに置くのは、 

協賛社とのスポンサーシップ構築に欠かせない募集告知をする際、より目立つように出来るからで、 

そこにツーリングを併催させることで、自転車市民権獲得を目指す作戦です。 
 

そして、レース、ツーリング、地元関係者との情報交換をするワークショップをブロック大会で行うことや、 

「学校体育」と「生涯スポーツ」の垣根を低くする二年跨ぎ企画を模索することで、 

「地域貢献型サイクリングクラブ・ネットワーク」の必要性を論じる素地を作りたいと考えます。 

 
★６時間耐久レースと２４時間耐久レースの隔年開催★ 

 

◇２０１６：24/24記念大会 at松原湖高原ＡＣ 
世界で二ヵ国目の開催履歴を持つ「小海マイティデューロ MTB２４時間耐久レース」も、２０１６年で２４回大会となります。そこで、地元の更なるご

理解ご協力を得た上で、過去の優勝チームや各地の代表チームの招待等で話題作りや連携を模索する、記念大会を計画しています。 

 

◇２０１７：４＋２シミュレーション at本栖湖ＣＡ 
ＭＴＢ２４時間は、夜間走行や天候の急変への備えが求められる特殊な世界ですが、チームリレー形式のＭＴＢ耐久レースは、誰もが楽しめ、運

営のハードルも低く、各地で開催されています。しかし、レース展開が分かり辛いという欠点があるため、それを補う、予選ステージ４時間＋決勝

ステージ２時間で行う、BGM６時間耐久レースの実証実験となります。 
 

※スケジュール発表は「24/24記念大会」の当日に行うのが理想で、２０１６＆２０１７連続企画としたい。 

 

◇２０１８～２０１９：CAJ Cup ＢＧＭマウンテンデューロ６時間耐久（CAJ カップ６時間）二年跨ぎ企画 
2017/12 実施要項発表 ⇒ 2018/04～2019/03 予選大会（各地の既存大会） ⇒ 2019/06～08 ブロック大会（２～３会場） ⇒ 2019/10 決勝大

会（山梨県富士河口湖町本栖湖キャンプ場） 

 

◇２０１９～２０２０：CAJ Cup ＢＧＭマイティデューロ２４時間（CAJ カップ２４時間）二年跨ぎ企画 
2018/12実施要項発表⇒ 2019/04～2020/03予選大会（各地の既存大会） ⇒ 2020/05～08ブロック大会（３～８会場） ⇒ 2020/10決勝大会

（長野県小海町松原湖高原オートキャンプ場） 
 

※地区予選～ブロック大会～決勝大会のトーナメント企画は、全国の大会主催者との連携が大前提で、その結果、ＰＲ力が高まり、運営組織の

ブロック化を始め、計測システムや進行台本などの大会の質の向上が図られ、スポンサーや地元協力者の獲得にも繋がります。 
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・・・・・ 24/24記念大会 ・・・・・ 
【ＣＡＪカップ２０１６・小海マイティデューロ MTB２４時間耐久レース第２４回記念大会】 

 

世界で二ヵ国目の開催履歴を持つ「小海マイティデューロ MTB２４時間耐久レース」。 

２０１６年１０月の大会で２４回目の開催となります。 
 

そこで、地元の更なるご理解ご協力を得た上で、 

過去の優勝チームや各地の代表チームの招待等で話題作りや連携を模索する、 

記念大会を計画しています。 
 

制作スケジュール 項目 懸案事項 

１月～４月 
企画調整／地元受け入れ態勢、協力大会への呼びかけ、スポンサ

ーへのアプローチ、そして補助金申請。 
 

大会規模の決定 

５月 
告知原稿作成／５月末入稿 

※協力大会へのアプローチⅡ 

 

招待条件の決定 

６月 募集開始／雑誌告知、ショップへのチラシ配布 
 

２０１７年企画の始動 

７月 ※スポンサーへのアプローチⅡ 
 

 

８月 
コース整備夏の陣（ボランティアを募り草刈り等を行う！） 

８月末チーム登録締め切り 

 

 

９月 
制作物発注（参加記念品、ゼッケン、ステージ、他） 

９月中旬メンバー登録締め切り 

 

 

１０月 
※９月末参加案内発送 

プログラム作成（保険名簿作成） 

 

 

当日スケジュール 項目 懸案事項 

１０月５～７日 コース設営、会場設営 
 

 

１０月８日（土） 
入場受付、検車、スーパーラップ試走、他 

※前夜祭（マイティーデューロ・イブ） 

 

 

１０月９日（日） 
９：００／マイティデューロ２０１６スタート 

※中夜祭（クロスナイト） 

 

 

１０月１０日（月） 
９：００／マイティデューロ２０１６フィニッシュ 

※１１：００～表彰式／会場撤収 

 

 

１０月１１日（火） ※コースチェック／リザルト＆レポート作成 
 

 

 

・・・ 実施概要案 ・・・ 
 

★大会名：ＣＡＪカップ２０１６・小海マイティデューロ MTB２４時間耐久レース第２４回記念大会 

★開催日程：２０１６年１０月８日（土）～１０日（月） 

★開催場所：長野県南佐久郡小海町松原湖高原オートキャンプ場 

★主 催：小海プティリッツア探索委員会２０１６ 

★共 催：（社）小海町開発公社       ★後援：長野県小海町、小海町観光協会       ★特別協力：（一社）自転車協会 

★実施内容：オートキャンプ場ベースの約４．５ｋｍ特設コースを､２４時間で何周回できるか競う、チームリレー形式のＭＴＢ耐久レース。他に７時

間もあり、表彰は、総合、カテゴリー別、ボーダー賞、サブメニュー賞等で、２４時間を最も楽しんだチームにはＭＤ大賞を授与します。 

★募集カテゴリー：ＭＳ／マイティマン･ソロ、ＭＣ／マイティデューロ･チャレンジ、ＭＯ／マイティデューロ･オープン、７ｈ／７時間オープンクラス 
 

★大会特別枠（２０１５年版）／前年度成績招待以外に、下記招待枠を設けますので、積極的に利用して下さい。    【先着最大５チーム】 

◆地方代表枠・・・各地の大会での上位入賞が条件。特に指定大会は設定していませんので、自薦、他薦歓迎です。 

◆自転車雑誌・メーカー・ショップ特別枠・・・雑誌やメーカーやショップの推薦チームとして出場し、各種メディア（ネット可）でレポート

することを条件とします。              ※以上２つは、人数制限ナシ、サポートも対象です。【参加費半額／入場料別】 

◆初参加枠・・・当大会に過去１０年間参加経験の無い４～５名のチーム。サポートは対象外。       【１組３万円／入場料別】 

※条件には幅を持たせていますので、参加希望チームは、企画問い合わせにご連絡下さい。 
 

  

※ＣＡＪカップとは・・・東日本大震災の復興支

援として始まったサイクルエイドジャパンの

趣旨に賛同し、そのＣＡＪを冠として、周回数

等に準じて寄付をするものです。 
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・・・・・ ４＋２シミュレーション ・・・・・ 
【ＣＡＪカップ２０１７・富士河口湖マウンテンデューロ６時間耐久レース決勝大会】 

 

等身大イベントの例として“ブルべ”を挙げましたが、これに地域密着と形容が付くと 

ＭＴＢブーム時の、耐久レースが相当します。 
 

メーカー毎に、エリア毎に、シリーズ戦が実施されていたように、 

様々な主催者が、異なる目的で、各地で地域密着等身大イベントを実践していました。 
 

確かにチームリレー形式のＭＴＢ耐久レースは、運営のハードルも低く、 

誰もが楽しめるものでしたが、レース展開が分かり辛いという欠点がありました。 

それが原因で収束した訳ではないですが、 

それを改善しなければ、地区大会～決勝大会というトーナメント形式の競技会は望めません。 
 

それを補う、予選ステージ４時間＋決勝ステージ２時間で行う、６時間耐久レースの実証実験となります。 
 

制作スケジュール 項目 懸案事項 

２０１６年６月～９月 企画調整Ⅰ 
 

大会規模の決定 

２０１６年１０月１０日 実施概要（案）発表 
※スケジュール発表は「24/24記念大会」の当

日に行うのが理想で、２０１６＆２０１７連続企

画としたい。 

２０１６年１０月 

～２０１７年２月 

協力大会（追認可）での招待予選実施 

企画調整Ⅱ 

招待条件 

２０１８～２０２０年企画の始動 

２０１７年３月２０日 募集告知 
協力大会条件 

（会場での募金活動等） 

３月～９月 
協力大会での招待予選／一般募集（８月末締め切り） 

制作物発注／参加案内発送 

 

 

当日スケジュール 項目 懸案事項 

１０月４～６日 コース設営、会場設営 
 

 

１０月７日（土） 
入場受付／試走／ツーリングメニュー実施 

※バイシクルグランスミーティング／※前夜祭 

 

 

１０月８日（日） 

１０：００／マウンテンデューロ６ｈスタート 

１４：００／エリミネーション 

１６：００／フィニッシュ                ※後夜祭 

 

 

１０月９日（月） アフターツーリング                ※会場撤収 
 

 

１０月１０（火） ※コースチェック／リザルト＆レポート作成 
 

 

 

・・・ 実施概要案 ・・・ 
 

★大会名：ＣＡＪカップ２０１７・富士河口湖マウンテンデューロ６時間耐久レース決勝大会 

★開催日程：２０１７年１０月７日（土）～９日（月） 

★開催場所：山梨県南都留郡富士河口湖町本栖湖キャンプ場 

★主 催：（仮称）富士河口湖ＭＴＢ交流委員会２０１７ 

★共 催：社団法人国際自転車交流協会    ★後援：富士河口湖町、本栖湖観光協会       ★特別協力：（一社）自転車協会 

★実施内容：キャンプ場ベースの約３．５ｋｍ特設コースを､４時間＋２時間＝６時間で何周回できるか競う、チームリレー形式のＭＴＢ耐久レース。 

★募集カテゴリー：チャンピオン、ソロ、ペア、トリオ、グループ、レディス、ミックス、ジュニア、ファミリー、他 
 

★チャンピオンクラス決勝大会について 

１）２０１６年１０月～２０１７年３月までの大会で、この企画に興味のある場合、主催者推薦や自己推薦で決勝大会への参加資格を得られます。 

２）２０１７年４月以降の大会では、事前に協力条件を満たしている大会の、上位入賞者に決勝大会への参加資格を与えます。 

※条件には幅を持たせていますが、招待チームの数は、当大会の規模や、エリアのバランスを見て決める予定です。 
 

  

※ＣＡＪカップとは・・・東日本大震災の復興支

援として始まったサイクルエイドジャパンの

趣旨に賛同し、そのＣＡＪを冠として、周回数

等に準じて寄付をするものです。 
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・・・・・ 組織図 ・・・・・ 
 

２０１６年の小海マイティデューロ２４時間は、任意企画とし実施は可能で、 

そこに、運営母体の再整備と、助成金の申請という形で、 

各地の大会との連携の足掛かりを作りたいと思っています。 

 

続く２０１７年の富士河口湖町での４＋２＝６時間耐久レースは、 

チャンピオンスポーツとしての可能性を探りつつ、より各地との連携を深めるもので、 

２０１６年秋までに、実施概要案をまとめたいと思っています。 

 

そのため、２０１６年前半は小海町単独の組織での活動になりますが、 

中盤以降は、富士八ヶ岳エリアでの連携プレーとなります。 

 

さらに、２０１８年～２０２０年の活動は、富士八ヶ岳エリアを情報発信源としながら、 

ＭＴＢ耐久レースのみなならず、 

スポーツサイクリング全般のネットワーク化を視野に入れなければと考えます。 

 

そう言った変化する組織図になることも、当企画の特徴です。 

 

 

 

・・・「テトラバランス」と「ジャパンサイクリングプロジェクト」・・・ 
 

下図の自転車の多様性を理解して頂き、大局的な企画を推進する方法は、 

自転車市民権獲得する以上に相当なエネルギーを必要とします。 

 

そこで、助成金申請や後援申請が可能な企画から始め、 

その余力で、どんなに有効かつ汎用性の高い自転車ソフトだとしても、 

日本では時期尚早される“ツーリングコンペティション”の 

普及・啓蒙に取り組みたいと思います。 

 

それが達成されなければ、自転車遊びの機会均等を目指す 

「春需でソフトを！」の、ガイド本の中身を埋めることが出来ません。 

 

 
 

 

それから先は、リアルロードレースも実施可能な、日本の自転車走行環境整備を目指すタスクフォース、 

「ジャパンサイクリングプロジェクト」のようなものを提案する機会を与えて頂ければと思います。 

 


