
第９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。エリートクラスは岡山県選手権を兼ねる。 

【主催】  岡山県サイクルスポーツ協議会（OCK） 

【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 

【開催日】 ２０２１年 5月３日 （月・祝） 

【会場】  山陽スポーツランド中山サーキット・カートコース（岡山県和気郡和気町大中山７５１ TEL：086-993-2333） 

 

1. コロナに関する対応 

大会について以下のケースの場合は、大会当日であっても大会を中止する事があります 

その場合のエントリー費ついては、必要経費・振り込み手数料を差し引いた額を返金致します。 

◆弊協議会運営スタッフや大会関係者がコロナに感染、若しくは疑いが生じた場合。 

◆国、自治体等から、中止や自粛要請があった場合。 

◆コロナの感染状況が芳しくない等 

ご来場の前へ必ず確認、実施頂きたい事項 

◆来場される選手、付添や応援者の方、全員の「健康チェック表」を下記 URL からダウンロードし 

大会当日の体温や必要事項等を記入し持参し、大会当日に会場の指定された場所へ提出ください。 

 http://okayama-cycle.com/aboutCOVID19.html 

◆以下の事項に該当する場合には、大会会場への来場を自粛してください。 

（１）陽性判定を受けている。若しくは疑われる症状がある場合。 

（２）濃厚接触者となっている場合。 

（３）本人、又は身近に接する人が他国から帰国し 2 週間以内であった場合。 

※尚、選手が上記の（１）～（３）の理由にて欠場した場合はエントリー費の返金は実施しません。 

（４）緊急事態宣言等で、県外への移動を自粛する様になっている地域。 

※上記（４）項で、大会当日にお住まいの地域が緊急事態地域に指定された場合は出場を自粛頂く様に 

お願い致します。その場合のエントリー費ついては、必要経費・振り込み手数料を差し引いた額を返金致します。 

※上記（４）項で、申込時にお住いの地域が緊急事態地域に指定されていても、大会当日までに解除された 

場合は競技への参加は可能になります。 

会場での依頼、周知事項 

◆マスク着用を必須とします。（着用していない場合は、入場をお断りします。） 

◆選手は試走中、競技中を除きマスクを着用。招集時は競技開始 1分前までマスク着用。 

（競技前にポケットへ入れる等の処置をお願いします。） 

◆観戦については観戦者同士の距離をあけてください。 

広ければ広いほど感染リスクが下がります。コース内の選手とも距離をあけてください。 

大声を出すことは他者への感染のリスクを非常に高める行為とされています。控えてください。 

◆リザルト、コミュニケは会場の掲示板へ掲示を行いますが、同時に弊協議会のホームページへも掲載を 

行いますので、できるだけご自身のスマートフォン等での確認をお願いします。 

◆ご自身のレースが終わりましたら、なるべくすみやかにご帰宅ください。 

◆タイムスケジュールの円滑な運営にご協力をお願いします。 

 予定の時刻はあくまで参考とし、準備が整い次第、競技を進めていきます。 



２． 募集クラス/競技概要・規則 

１）競技クラス一覧 

競技/クラス 参加資格 周回数/距離 参加費 車両 備考 

キッズ ①未就学 未就学児 ショートコース 

１周/６００ｍ 

２,０００円/人 補助輪なしで 

ある事 

 

②小学１年 小学生 ショートコース 

２周/１．２ｋｍ 

車種不問 同時 

スタート ③小学２年 

④小学３年 ショートコース 

４周/２．４ｋｍ 

同時 

スタート ⑤小学４年 

⑥小学５年 ショートコース 

7 周/４．２ｋｍ 

同時 

スタート ⑦小学６年 

ロードレース ⑧中学生 中学生（希望する小学生も可） ４周/８ｋｍ 4,５００円/人 車種不問 

 

 

 

         

同時 

スタート ⑨ウーマン 女性（中学生～） 

⑩Ｏ５０ ５０才～ ７周/１４ｋｍ ６,５００円/人  

⑪Ｕ５０ ３５～４９才 ８周/１６ｋｍ  

⑫Ｕ３５ 中学生～３４才 ８周/１６ｋｍ       

⑬エリート 

※岡山県 

選手権併催 

ＪＣＦ登録者の男女（中学生～） 

※希望する未登録者 

県外者も参加可 

３０周/ 

６０ｋｍ 

ロードレーサー 

のみ 

 

3 時間耐久 ⑭ソロ 中学生以上 

（希望する小学生も可） 

3 時間 ６,５００円/人 

※小学生は 

2,000 円/人 

車種不問 

 

同時 

スタート ⑮２人組 

⑯３人組 

⑰MIX 中学生以上 

（女性を 1 名以上含む事） 

⑱ファミリー 小学生以上 

（小学生を 1名以上含む事） 

  ※3 時間耐久クラスとロードレースとＷエントリーの場合、3,000 円/人を割引する。 

２)全クラス共通規則  

競技の運営要領・スタートリストの開示 

 公式掲示にて周知するので確認し遵守する事。（http://okayama-cycle.com/） 

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。 

中断した場合は周回数を減算し再レースとする。 

 中止の場合、先頭の周回数の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 

競技中の運営要領、選手の装備、自転車の規定 

 公式掲示にて周知する。弊協議会ホームページを確認する事。（http://okayama-cycle.com/） 

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。キッズクラスの保護者同伴の試走は認めない。） 

選手ミーティング 

 各クラス招集後に行う。 

 キッズクラスは保護者の出席を義務付けるので、説明事項を参加者に周知すること。 



召集 

 招集はスタート予定時刻 10 分前までに指定された招集場所へ集合の事。 

スタート 

 スタート/フィニッシュライン手前に並び、合図によりスタンディングスタートとする。 

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。 

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 

 他選手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 

スタートリスト、スケジュール、他注意事項の公開 

 大会一週間前までにＯＣＫホームページで公開する。（http://okayama-cycle.com/） 

失格要件 

以下の行為は失格にする。 

 選手ミーティングの欠席 

 要項で定められたレギュレーションに反する行為 

 スタッフの指示に従わない等、進行を妨げるたり、他の選手へ対しての暴言等の行為。 

 他、失格に値すると弊協議会が判断した行為。 

サーキットへの入場方法 

 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、または印刷し入門時に提示。 

  URL 

初心者講習 

 希望者は所定された時間に指定された場所へ集合する事。集合場所は放送にて周知とする。 

 参加者はマスクを着用し参加をお願いします。 

３)キッズ競技概要/規則 

 1 周 600ｍの特別コースを使った、一斉スタートのロードレース。 

 周回遅れになっても走行できる。（チェッカーフラッグが振られるまで走行） 

 ２学年同時出走するが、表彰はクラス別とし３位までを表彰する。 

 レース中の機材交換は認めない。 

 各クラス３位まで表彰する。 

 表彰式は準備出来次第実施する。 

 招集はスタート予定時刻 10 分前までに指定された招集場所へ集合の事。 

４）ロードレース競技概要/規則（エリートクラスも含む） 

 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 

 周回遅れになっても走行できる。（チェッカーフラッグが振られるまで走行可能） 

※但しエリートクラスは１０周回までに周回遅れになりそうな選手はレースより除外する。 

 レース中の機材交換は認めない。 

 各クラス３位まで表彰する。 

 表彰式は全てのロードレースが終了後、準備が出来次第実施する。 

 エリートクラスで登録者は JCF ライセンスチェックを行う。 

 



５)３時間耐久レース競技概要/規則 

 規定の時間で周回数を競う 

 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、ライダー交代や 

修理等の後に競技を継続できる。 

 章典は各クラス３位まで表彰する 

 表彰式は 3時間耐久レースが終了後、準備が出来次第実施する。 

 以下の行為は 1周減算のペナルティーを与える。 

・選手交代時の計測用発信器交換（取り付け、取り外し）はピットに停車して行うこと。 

・走行しながら計測用発信器を外す行為。 

・選手が走行しながらの、チーム員、サポート者などから補給の手渡しする行為。 

（ピットロード、コース上で行わない。補給は選手が持って走るかピットで停車し補給を受取るようにする事。） 

・ピットロードでの車両押し出し行為。 

・コースをショートカットしてピットへ戻る行為 

 

３． タイムスケジュール（予定） 

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 

対象はキッズ以外のクラスの参加者（マスク着用） 

ショートコース試走 ７：４５～８：００ キッズのみ 

キッズロードレース ８：００～８：３０  

キッズ表彰 ８：３５～８：５０ 準備が出来次第実施 

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 １２：２５～１２：５５ コースは試走可能 

3 時間耐久試走 １２：２５～１２：５５ 準備が出来次第実施 

３時間耐久レース １３：００～１６：００ ⑭～⑱同時にスタート 

3 時間耐久レース表彰 １６：２０～  

 

４． 申し込み 

スポーツエントリーより申込のこと。https://cycle.spoen.jp/ 

ＯＣＫホームページ http://okayama-cycle.com/ にもスポーツエントリーのリンクあり。 

申し込み期間・・・３月２８日（日）～４月１９日（月） 

 

５． 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する。http://okayama-cycle.com/contact.html 

 

６． 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） 

 



７． 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頂きます。 

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ります。 

スタッフでの付き添い対応が不可能ですので、参加者にて対応を決める等の事前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。 

・コロナウィルス発生時の自治体、保健所等への情報提供。 

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。 

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、実費を請求させて頂きます。 

５）誓約 

申し込みと同時に、８項「注意事項」に同意したものとさせて頂きます。 

 


