
2022 WEXウェスト　９月25日  "第 ７ 戦" 芸北国際スキー場

観戦傷害保険加入： 無料
観客施設使用料　： 無料JNCC ： 全日本クロスカントリー選手権として 全９戦 で行われる　我が国を代表する アジア最大 の チャンピオンシップ コロナ禍 2021 平均エントリー数：４０８台

R7- ９月25 日
芸北国際スキー場

広島県北広島町中祖
entry開始：８月23日
entry締切：９月19日

主催 JNCC 〒380-0916 長野市安茂里小市 1-13-58　　　     tel: 026 - 228 - 8844 fax: 026-228-8846　　 info@jncc.jp http://www. jncc.jp HEAD OFFICE  長野BASE 定休日： 土曜 日曜 祝祭日

R1- ３月６日
サザンハリケーン

大阪 関西 全国大会
プラザ阪下

entry開始： ２月１日
entry締切： ２月21日

R2- ４月10日
ビックディア広島

広島 西日本 全国大会
テージャスランチ

entry開始： ３月８日
entry締切： ３月28日

FIM R3- ５月８日
ビッグバード高井富士

長野 信越south 全国大会
X-JAM 高井富士

entry開始： ４月５日
entry締切： ４月25日

R4- ６月12日
ワイルドボア鈴蘭

岐阜 中部 全国大会
鈴蘭スキー場跡地

entry開始： ５月10日
entry締切： ５月30日

FIM R5-７月10日
岩手高原スノーパーク

岩手 東北north 全国大会
岩手高原スノーパーク
entry開始： ６月７日
entry締切： ６月27日

FIM R6- ８月７日
神立スノーリゾート

新潟 信越north 全国大会
神立スキーリゾート
entry開始： ７月５日
entry締切： ７月25日

FIM R7-９月11日
Blueリゾート箕輪
福島 東北south 全国大会

ブルーリゾート箕輪
entry開始： ８月９日
entry締切： ８月29日

★ 競技志向MCクロスカントリー しかしJNCCは上級者だけの大会ではありません！ ビギナーから中級者には 技量に相応しい段階別クラスを用意し COMP-GPではJNCC-AAライダーの 最高峰の走りを観戦 出来ます。 

R1- １月30日
オフロードヴィレッジ

埼玉県桶川市
entry開始：12月28日
entry締切： １月24日

R2- ３月20日
クロスパーク勝沼

山梨県甲州市
entry開始：２月15日
entry締切：３月14日

R3- ４月17日
GAIA

長野県大町市
entry開始：３月15日
entry締切：４月11日

R4- ５月29 日
ビッグバード高井富士

長野県山ノ内町北志賀高原
entry開始：４月26日
entry締切：５月23日

R5- ７月24日
神立スノーリゾート

新潟県南魚沼郡湯沢町
entry開始：６月21日
entry締切：７月18日

R6- ８月28 日
BLUEリゾート箕輪

福島県耶麻郡猪苗代町
entry開始：７月26日
entry締切：８月22日

R7- 10月30日
ビッグバード高井富士

長野県山ノ内町北志賀高原
entry開始：９月27日
entry締切：10月24日

R8- 11月27日
サンクスギビング GAIA

長野県大町市
entry開始：10月25日
entry締切：11月21日

R2- ２月20日
サザンハリケーン
大阪府河内長野市 プラザ阪下

entry開始：１月18日
entry締切：２月14日

R3- ３月27日
美馬モーターランド

徳島県美馬市
entry開始：２月22日
entry締切：３月21日

R4- ４月24日
朽木スキーリゾート

滋賀県高島市
entry開始：３月22日
entry締切：４月18日

R5- ５月22 日
ワイルドボア鈴蘭

岐阜県岐阜県高山市朝日町西洞
entry開始：４月19日
entry締切：５月16日

R6- ６月26日
Wヘッダー鈴蘭

岐阜県岐阜県高山市朝日町西洞
entry開始：５月24日
entry締切：６月20日

R8- 10月23日
朽木スキーリゾート

滋賀県高島市
entry開始：９月20日
entry締切：10月17日

R9- 12月４日
開催地７月下旬発表！

entry開始：xx月xx日
entry締切：xx月xx日

R1- １月９日
プレリュードサザン
大阪府河内長野市 プラザ阪下

entry開始：12月７日
entry締切： １月３日

R8- 10月９日
サンドバレー八犬伝

千葉 関東 全国大会
千葉県君津市

entry開始： ９月６日
entry締切： ９月26日

R9- 11月20日
AAGP 森羅
熊本 九州 全国大会

アソカンオフロード
entry開始： 10月18日
entry締切： 11月７日

  

大型草刈機で コースの安全性向上！

WEXイースト ： 東日本エリアで展開する初級者から中上級者までを対象にした 全８戦 で行われる クロスカントリーシリーズ　　　2021 平均エントリー数：３４０台

AA総合10位までに賞金 有資格クラスに LICENSE NonStop リアルタイム計測         XCマシン国内最大試乗会           FCX 無料チャイルドクロス            4 x 4  パフォーマンス                無料 観戦保険サービス 救急救命チーム 配備

  

WEXウェスト ： 西日本エリアで展開する初級者から中上級者までを対象にした 全８戦 で行われる クロスカントリーシリーズ　　　2021 平均エントリー数：３２４台

☆ WEX は JNCC 譲りの自動集計と固定ゼッケン制を継承しながらも上級者の参加は不可とし  ３レース時間差フレックス出場やテーピングクラスの充実などを行い　誰もが気軽に参加しやすい XC を提供します。
Go to North ３連戦！        Go to North ３連戦！         Go to North ３連戦！

大自然の中で行われる 競技志向プレミアムオフロードレーシング 〜 17 年目の JNCC にご期待下さい！

ウクライナに1日も早い停戦と平和が、そして暖かい支援が行われますように！

西日本で 広大無二　最大級クロスカントリー　デビュー !!

2023年 JNCC開催を視野に　WEXウェストで初開催！ 〜  エントリー開始は ８月２３日（火曜）

セクションスクール & デモライド 講師
水上泰佑


