第 2 回 ぶどうオフロード
【概要】

エンデューロ

大会要項

オフロードで走れる自転車による 3 時間エンデューロを井原市葡萄浪漫館で開催。
他に小学生のクラス、スクール、初心者のエキシビジョンレース等を行いオフロード系レース普及を図る。

【主催】

岡山県サイクルスポーツ協議会（OCK）

【協力】

葡萄浪漫館

【開催日】 ２０２１年１１月７日（日）
【会場】

1.

岡山県井原市青野町３５３５－３ 「葡萄浪漫館」

コロナウィルスに関するお願い
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。濃厚接触者となっている場合。
（２）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）～（２）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。
（３）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。
※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。
※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
◆来場者の方は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。）
既にワクチンを接種された方も同様にマスク着用を必須とします。
◆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ください。
（競技前にポケットへ入れる等の処置をお願いします。）ピットなど密になるケースが生じる場所において
走行中でなくてもマスクを着用する様にお願いします。
◆会場内での人との距離を空け、会話時間も短くお願いします（２m 以上、15 分以内に抑える事。）
人との間隔が広ければ広いほど感染リスクが下がります。また密接な状態で長時間の会話も控えて下さい。
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。
◆リザルト等の記録、公式掲示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。
ホームページでの確認の際は必ず情報を再読み込みしてご確認ください。
◆ご自身のレース等が終わりましたら、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。

※政府は新型コロナの接触者の判断の為の接触確認アプリ(COCOA)の利用を推奨しています。下記 URL より
ダウンロードし活用ください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html

２． 募集クラス/競技概要・規則
１）競技クラス一覧・概要
種目

クラス

参加費

初心者スクール

小学生以上の男女（先着 20 名）

ビギナー練習会

MTB 初心者向け。

500 円/人

OCK スタッフ帯同でコースを 1 時間走行し安全に楽しく

1,500 円/人

走れるようにする。中学生以上の男女（先着 20 名まで）
小学生

小学 1～2 年生

1,000 円/人

小学 3～4 年生

1,000 円/人

小学 5～6 年生

1,000 円/人

２時間

ソロオープン（大会開催時の年齢が中学生以上の男子）

3,000 円/人

エンデューロ

ソロ 40 オーバー（大会開催時の年齢が 40 歳～49 歳の男子）

3,000 円/人

ソロ 50 オーバー（大会開催時の年齢が 50 歳以上の男子）

3,000 円/人

※チーム（大会開催時の年齢が中学生以上男女 2～3 名/チーム

3,000 円/人

尚、保護者の同意があれば小学 5 年～6 年生も参加可能 ）
ウーマン（大会開催時の年齢が中学生を以上女子 1～3 名/チーム）

3,000 円/人

E-バイク（大会開催時の年齢が中学生以上男女１～3 名）

3,000 円/人

※ビギナー練習会に参加の方は 2 時間エンデューロへのＷエントリーは可能です。

２）タイムスケジュール
受付

7：30～

参加レース 30 分前に締切

試走（初心者スクールを除く全クラス）

7：40～8：30

小学生

8：45～9：00

初心者スクール

9：20～10：20

ビギナー練習会

9：20～10：20

試走（２時間エンデューロ）

１０：30～１１：00

２時間エンデューロ ライダーズミーティング

11：20～

２時間エンデューロ

１１：30～13:30

表彰式は各競技終了後、準備が出来次第行う。
３） 初心者スクール概要・規則
平地を使用し MTB インストラクターによるＭＴＢの乗り方講習（初心者対象）
MTB 講習会の参加車種は MTB でなくても可。

4）ビギナー練習会
MTB レースに興味があるが出場をしたことが無い人対象。(レース経験者、競技志向な方は参加不可)
弊協議会のスタッフと本コースを一緒に 1 時間、自由に走行し、どう走ったらいいか？色々な疑問を弊協議会
スタッフがアドバイスし、安全に楽しく走行できる様にしていきます。

５）小学生クラス競技概要・規則
１５分の競技時間内で周回数を競う。（同一周回数の場合はゴール時間で順位を決定。）

スタート
 計測地点からピストルの合図で各クラス同時スタート。
 選手は計測地点前の指示された位置に並ぶ（並び順は前より高学年毎に並ぶ）
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。
その他
 トラブルで走行が出来なくなった場合でも、車両を押し自力でゴールすれば完走とする。
6)２時間耐久競技概要・規則
２時間の競技時間内で周回数を競う。（同一周回数の場合はゴール時間で順位を決定。）
注意事項
 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。
 以下の行為を行わない事。
・選手交代時の計測用発信器交換は（取り付け、取り外し）ピットに停車して行い走行しながら計測用発信器を
外しをしない事。
・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。
・レース中の機材交換はピットエリアのみで交換可とする。
スタート手順
 選手は計測地点前の指示された位置に並ぶ（並び順は特に指定しない。）
 スタートはローリングスタートとし、先導バイクにて誘導する。隊列が整った時に
ピストルの合図でリアルスタートとする。ローリング中の時間もレース時間に含まれる。
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。
6)共通事項
参加できる自転車、
 オフロード走行に耐えれる自転車で、2 輪以下の車両であること。タンデム車及び固定ギアは不可。
 前後ブレーキを備えている事。ＤＨバー、ブルホーンバー等は使用不可。（エンドバーは可）
 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。
（小学生・初心者スクールは対象外）
 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。
識別（小学生・2 時間エンデューロ
 ボディゼッケン 1 枚を公式掲示にて指定された位置に取り付ける事。
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。
 計測チップを所定位置に取付けの事。
スタートリスト、タイムスケジュール、他注意事項の公開
 大会一週間前までにＯＣＫホームページで公式掲示として公開する。

レース失格要件（小学生・2 時間エンデューロ）
以下の事項については厳禁とし、行為が確認出来たら注意を与え、改善がみられない場合は、失格とする。
 選手ミーティングの欠席
 要項、公式掲示に反する行為
 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、レース除外に値すると弊協議会が判断した行為。
試走（小学生・2 時間エンデューロ）
 受付を済ませ発信器を装着の事。
（ボディゼッケンは着用しなくても可）競技参加者以外のコース試走はできない。
レース成立要件（小学生・2 時間エンデューロ）
 悪天候、及び事故発生時には、状況によりレースが中断、中止される場合がある。
中断した場合は残りの競技時間を決定する。
中止の場合、先頭が競技時間の５０％を超えている場合はその時点でレース成立とする。
招集・選手ミーティング
 出走時間 10 分前にスタート地点に集合し口頭にて行う。（ソーシャルディスタンスを保つ事。）
初心者スクール、ビギナー練習会は放送にて集合場所を周知する。
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し厳守する事。
その他
 ヘルメット、グローブ着用は必須。（着用なき場合は参加出来ない。尚、その場合の参加費は返却しない。）
３． 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・・・１０月１０日（日）～１０月２４日（日）

４． 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

５． アクセス
山陽道 笠岡 IC より県道 34 号線 と 県道 291 号線 経由し大凡 14 ㎞。

所要時間 26 分。

６． 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。
他、申込後のコロナ等で国より中止等の要請があった場合も同様とします。
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、若しくは facebook 公式ページに
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（選手間含む）においては
各自の責任とさせて頂き OCK は一切関与しません。

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（1 名あたり 1 事故

50 万円まで）

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）誓約
申し込みと同時に、７項「注意事項」に同意したものとさせて頂きます。

コース予定図
大半はダブルトラック（一部、シングルトラック有）対面になる箇所については追越禁止（看板あり）

洗車場所

