
第７回中山サーキット・ロードフェスティバル 
概要      キッズレース、ロードレース、耐久レースと盛りだくさん 

コースはアップダウンがあり、走り応え十分 

ロード＆耐久レースは W エントリー割引あり 

今回は順コースでレースを周回します 

         岡山県選手権も併催します 

 

主催      岡山県サイクルスポーツ協議会（OCK） 

主管      OCK サイクルロードレース実行委員会 

協力      （株）山陽スポーツランド中山サーキット 

後援      岡山県自転車競技連盟 

 

１ 開催日    2019 年 5 月 3 日（祝） 

２ 会場     山陽スポーツランド中山サーキット   

岡山県和気郡和気町大中山 751 ＴＥＬ：086-993-2333 

３ キッズレース 

１）クラス ２）参加料 

クラス （参加条件） 参加料 （周回数） （備考） 

①未就学 補助輪無し 

２０００円 

ショート 1 周／０．６ｋｍ  

②小学生１ 小学１年生 
ショート２周／１．２ｋｍ 同時出走 

③小学生２ 小学２年生 

④小学生３ 小学３年生 
ショート４周／２．４ｋｍ 同時出走 

⑤小学生４ 小学４年生 

⑥小学生５ 小学５年生 
ショート 7 周／４．２ｋｍ 同時出走 

⑦小学生６ 小学６年生 

    ３）競技内容 

      １周６００ｍの特設コースを使った一斉スタートのロードレース 

      ２学年同時出走とするが、表彰はクラス別（学年別）とする 

ラップアウトは設けない 

     ４）表彰 

      各クラス３位まで表彰する 

４ ロードレース 

１） クラス ２）参加料 

クラス （参加条件） 参加料 （周回数） （備考） 

⑧中学生 中学生（希望する小学生も可） 
４５００円 ４周／８ｋｍ 同時出走 

⑨ウーマン 女性（中学生～） 

⑩O５０ ５０才～ 

６５００円 

７周／１４ｋｍ 

年令は大会当日の実年令 ⑪U５０ ３５～４９才 ８周／１６ｋｍ 

⑫U３５ 中学生～３４才 ８周／１６ｋｍ 



⑬エリート 
JCF 登録者 

（希望する未登録者も可） 
３０周／６０ｋｍ 

岡山県自転車競技連盟の 

「第 6 回岡山県選手権ロード」を 

兼ねます（県外選手も出場可） 

３） 競技内容 

１周２ｋｍのサーキットを使った一斉スタートのロードレース 

中学生とウーマンは同時出走とする 

ラップアウトは設けない 

＊エリートクラス特別規定：１０周回までにラップされる選手はラップアウトを適用する 

４） 表彰 

各クラス３位まで表彰する 

         ＊併催する岡山県選手権ロード単独の表彰は行なわない 

５ ３時間耐久レース 

      １）クラス ２）参加料 

クラス （参加条件） 参加料 （周回数） （備考） 

⑭ソロ 中学生～ 

MIX は女性を含むこと 

６５００円 ３時間で 

周回できる 

かぎり 

ロードレースとの 

W エントリーは 

３０００円割引 

MIX、ファミリーは 

４人まで 

⑮２人組 ６５００円／人 

ファミリーの 

小学生は２０００円 

⑯３人組 

⑰MIX 

⑱ファミリー 小学生を含むこと 

３）競技内容 

      規定の時間（３時間）内で、周回数を競う 

      同一周回の場合は、ゴール時間で順位を決定 

＊ トラブル（パンク、落車等）で走行不能となった場合も、コース上を自力でピットまで戻りライダー交代、または修理・ 

手当て後に競技を継続できる 

      ４） 表彰 

         各クラス３位まで表彰する 

６ スケジュール 

 項目  時間  連絡・注意事項 

受付 ６：３０～ 開門は６：２０ 

試走 ６：４５～７：４５ 試走時も計測用発信器、ボディゼッケン着用の事 

初心者講習 ６：５５～７：２５ このコースを初めて走行する方＋希望者 

ショートコース試走 ７：４５～８：００  

キッズロードレース ８：００～８：３０ ①～⑦の順にスタート 

キッズ表彰 ８：３５～８：５０  

クラス別ロードレース ９：００～１２：２０ ⑧～⑬の順にスタート 

クラス別ロード表彰・試走 １２：２５～１２：５５ コースは試走可能 

３時間耐久レース １３：００～１６：００ ⑭～⑱同時にスタート 

耐久表彰 １６：２０～  

 

７ 大会規則 



１） レース成立要件 

悪天候、及び事故発生時には、レースが中断、中止される場合がある 

中止の場合、先頭の周回数（もしくは競技時間）の５０％を超えている場合はその時点での順位でレース 

成立とする 

２） 装備 

 レース、ならびに試走時は、硬質ヘルメット、グローブを着用すること 

 上着（ジャージ）は袖付を使用すること 

３） 試走 

受付を済ませ、計測用発信器、ボディゼッケンをとりつけること 

競技参加者以外のコース試走はできない 

４） 召集 

スタート予定時刻１０分前までに召集完了のこと 

各召集後に注意事項等の通達をしますので、遅れなきこと 

５） ゴール 

チェッカーフラッグを受けた時点でゴールとなり、新しい周回には入れない 

６） 識別 

ボディゼッケン１枚と計測用発信器を、指定された位置に取り付けること 

＊指定された位置以外へ取り付けることによる計測不備は、各自の責任とする 

＊他チームの計測用発信器を間違って取り付けた場合も同様とし、判定への異議、記録修正は認めない 

      ７） 車両 

         電動アシスト車、タンデム車及び固定ギアは不可  

ＤＨバー、ブルホーンバーは使用不可 

前後ブレーキを備えている事 

         競技に際して、脱落、接触等の危険となりうる部品（前かご、スタンド、ライト等）は事前に取外しておく 

 （キッズレースは除く） 

         ロードレース中の機材交換は認めない （耐久はピットエリアのみで交換可） 

検車は行わないが、主催者が整備不良と判断すれば、走行停止を命ずる場合がある 

      ８） ライセンス 

         エリートクラスに出場する岡山県登録の選手は受付時ライセンスチェックを行うのでライセンス携行の事 

         岡山県選手権ロードに関しての情報は岡山県自転車競技連盟の発する情報源にて確認の事 

      ９） スタートリスト 

         大会一週間前にＯＣＫホームページで公開します（参加確認証は発送しません） 

８ 申し込み 

      スポーツエントリーからの申し込みになります  https://cycle.spoen.jp/ 

ＯＣＫホームページ http://okayama-cycle.com/ にもリンクを貼り付けていますので確認ください 

申し込み締め切りは４月１９日 

９  問い合わせ 

      ＯＣＫホームページの問い合わせフォームからお願いします 

１０ アクセス 

      国道２号線：伊部東交差点から北へ約６ｋｍ （看板あり） 

      山陽自動車道：和気ＩＣより南へ約３分（看板あり） 



１１ 入場 

     ＯＣＫホームページより中山サーキット入門証（当日のみ有効）をダウンロード・印刷して、入門時に提示してください 

１２ 注意事項（お申込の前に必ずお読み下さい） 

    １）留意点 

      警報が発令された場合は中止としますが、注意報の場合でも現地の天候状況によっては中止となる場合があります。 

      前日までに大会中止が決定した場合は、前日１２時までにホームページに記載しますので、必ずご確認下さい。 

      天候事情等による大会中止、及び申し込み後のキャンセルの場合、参加費の返金は致し兼ねますので、 

      ご了承ください。 

      大会中における事故、トラブルにおいては、各自の責任とさせていただきます。 

    ２）傷害保険 

      すべての大会で、下記の傷害保険に加入していますが、この補償内容以上の補償は致し兼ねますので、 

      不足とおもわれる方は各自で対応をお願いします。 

      補償内容（通院 ２,０００円/日  入院 ３,０００円/日  死亡．後遺傷害 ６００万円） 

      大会時の事故等につきましては、応急処置のあと救急病院に搬送しますので、健康保険証を必ずご持参下さい。 

      救急搬送の場合、付き添いが必要になるケースがあります。 

      スタッフでの付き添い対応が不可能な場合がありますので、参加者にて対応を決める等の準備をお願いします。 

３）個人情報の取り扱いについて 

      お申込み頂いた個人情報につきましては、下記にのみ使用致しますので、その旨をご了承の上お申込み下さい。 

      ・スタートリスト、リザルトへの掲載 

      ・保険会社への名簿提供 

      大会で撮影した写真、動画もホームページへの掲載、その他 OCK の広報用とする場合があります。 

個人で撮影された、写真、動画の使用は個人判断に委ねますが、常識の範囲で使用をお願いします。 

但し、主催者はそれらの写真、動画には責任を負いません。 

（レース中のカメラ使用条件としては、車両に確実に固定されているもののみとする） 

     ４）計測用発信器について 

       競技終了後、速やかに計測用発信器（計測チップ）の返却をお願いします。 

       未返却の場合は、実費を請求させていただきます。 

５）誓約 

      申し込みと同時に、要項の１１「注意事項」に同意したものとさせていただきます。 

 

１２ その他 

スケジュールの詳細、連絡事項等は、当日までにホームページ上の公式掲示（コミュニケ）にて通達いたします。 

     尚、当日の変更等は、上記の公式掲示と合わせて、会場の公式掲示板に掲示いたします。 

     必ず確認しておくようにお願いします。 

 

 

お申し込みはこちらから(申し込み締め切り４/１９(金))→ 

https://www.sportsentry.ne.jp/event/t/78094  

お問い合わせ → http://okayama-cycle.com/ask.html 
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yoichiro
4/21(日)湁


