
公式掲⽰① ⾃転⾞本体規定 

⼤会へ出場できる⾃転⾞の種類、装備。識別（ゼッケンプレート、計測タグ）の取付規定等。 

 

１． ⾞両規定 

1) 電動アシスト付き、タンデム⾞、固定ギア⾞は不可 

2) 前後にブレーキを備えていること。 

3) DH バー、ブルホーンバーといったハンドルのアタッチメントは不可。 

但し MTB のエンドバーは付いていても参加できる。 

4) 前カゴ、スタンドは取り外す事。但し⼩学⽣、未就学児のクラスは除く。 

5) ディスクホイール、バトンホイール、スピナジーは不可 

２． 検⾞ 

検⾞は⾏わないので、参加者各⾃で整備を⾏う事。 

尚、主催者が整備不良と判断した場合は出⾛を拒否することが出来る。 

近年、インターネットで購⼊し参加される選⼿が増えてきている。 

整備が全くされていないケースが散⾒されるので必ず⾃転⾞専⾨店で整備をすること。 

３．ゼッケンプレート 

  ⼤会によりハンドル前部にゼッケンプレートを取付ける事。 

４． ⾞載カメラの規定 

カメラの装着を認めるが以下の点を注意する事。弊協議会判断で改善を要求する場合もあるので注意の事。 

1) カメラの固定は機械的締結（ボルト等）で固定がされている事。 

2) 簡易的な物（マジックテープ等）は認めない。 

3) 固定箇所は⾃転⾞本体の固定のみに認める。 

4) カメラの取付によりゼッケンプレート等が識別困難にならないようにする事。 

誤計測しても抗議は⼀切受け付けない。 

5) カメラを⾝体や⾝体へ⾝に着ける装備（ヘルメット等）取付ける事は禁⽌する。 

５． 計測タグの取付 

  ⾃転⾞本体に計測タグを取付け、測定を⾏う場合がある。取り付け⽅は下図の通り。 

(⾃転⾞⾞体のフロントフォークへ取付ける) 

   

   

 

・計測タグはレース終了後、⼤会本部へ返却する事。返却なき場合、実費を請求する。 

・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。 

 

６．ロードタイプ⾃転⾞のディスクブレーキ使⽤を認める。 

 

 

フロントホイールにサイクルコンピュータの 

マグネットがある場合、計測タグに⼲渉しない 

位置(左にマグネットがある場合は右側に計測タグを 

取付ける事。 

※誤動作を⽣じさせ、正しい計測が出来なくなる為。 

※ 



公式掲⽰② 選⼿が⾝に着ける服装、装備の規定 

 

１．服装、装備 

1)全ての⼤会において硬質ヘルメット、グローブを必ず着⽤する事。 

  ヘルメットの被り⽅は別紙 3 を確認し、正しい被り⽅をお願いする。 

2) 上着（ジャージ）はランニングシャツ、ノースリーブ等の肩が露出したものは 

着⽤しないこと。 

3)シューズは肌が露出した履物（サンダル等）は禁⽌する。 

 

２． ボデーゼッケン 

選⼿の識別の為、ボデーゼッケンを着⽤する。（番号の⽅向を間違えない事） 

 

          

 

３． ヘルメット（別紙 3 も参照する事） 

1)エアロヘルメット（後端部が延びており、且つ先端が鋭利になっている）の着⽤不可。 

2)ヘルメットにヒビが⼊っているなど、本来のヘルメットの機能を満たさないものも着⽤不可。 
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・ボデーゼッケン取付位置は背中の右側とする。 
・ボデーゼッケンが正しく取り付けられてなく 
 その為、計測が正しく⾏われなかった場合 
 抗議は⼀切受け付けない。 



公式掲⽰③ ヘルメットの適切な着⽤のお願い 

正しくヘルメットを着⽤できていない選⼿の⽅が散⾒される。 

レース前に正しくヘルメットを着⽤できているか？確認をしてレースに参加の事。 

ヘルメット着⽤⽅法は下表を参考に正しく着⽤願う。 

※最近の弊協議会や他の⼤会で発⽣した事例も紹介する。 

・あご下のひもが緩すぎる 

→他の⼤会で転倒時にヘルメットが脱げ死亡事故に繋がった。 

・⽿元の V字部分が⽿下から離れている 

→転倒時に⽿下でひもが⽌まらず、結果ヘルメットが外れかけた状態で転倒。側頭部を強打し出⾎。 

お⼦様は保護者の⽅で対応願う。ベテランでも正しくないケースも散⾒される。相互確認し正しく着⽤

願う。 

 

 

 

 

OGK KABUTO様HPより 



公式掲⽰④ 競技中の運営について 

１． 競技中に使⽤されるフラッグ（旗）の意味 
事故発⽣時、レース終了等、選⼿に情報を伝える為、コース各所にスタッフを配置し、フラッ
グ（旗）を掲⽰する。選⼿はフラッグの意味を理解し、指⽰に従うこと。 

 
※クリテリウム予選終了はチェッカーフラッグ掲⽰で終了となるが、気付いていない選⼿がいるので 

   今回より公式予選８分で、各コーススタッフから⼀⻫に⻩旗が静⽌掲⽰され、予選は終了となる。 
   指定された場所からコース外に出る事。 
２．事故発⽣時の選⼿の対応について 

 
  転倒したら２次災害の防⽌を図る 

・転倒、もしくは故障で停⽌した場合、後続⾞にひかれる、あるいは後続⾞を転倒させる等の 

２次 災害事故の増⼤を防⽌するよう⼼掛ける事。  

まず安全確保。転倒したら、状況判断により、安全な所（コース外）にできるだけ早く退避する事。 

・障害物の⽚づけを弊協議会スタッフと協⼒して散乱部品のかたづけを素早く⾏う事。 

・安全上、⾛ってくる選⼿に背中を向けないように⼼掛ける事。 

・コース内はヘルメットを脱がない事。⾃分が転倒した所は他の選⼿も転倒しやすい場所。 

いつ⾶び込んで来るか分からない。 コース外に出るまではヘルメットを被ったままで⾏動する事。 

・⾃転⾞の点検をコース内で⾏わない。弊協議会スタッフの指⽰に従い安全な場所（コース外）で⾏う 

 

チェッカーフラッグ 赤旗
競技終了。 競技の中断。
スタート・フィニッシュで振動で掲示される。 スタート・フィニッシュで振動で掲示される。
周回遅れでも競技は終了となる。 レース中に重大な事故が発生しレース
（次の周回には入れない。） 続行が困難な場合に掲示される。
チェッカーを受けた選手は安全な速度で 選手は低速で最大限の慎重さと注意を
指示された待機場所へ戻ること。 払い、指示された待機場所まで戻り

待機する事。
黄旗 青旗
当該旗の前方のコース上、コースサイドに 後方よりペースの速い選手が接近し
障害物や、その他危険な状態であることを示す。 周回遅れになる可能性が高い場合に
旗は振動で掲示される。 対象となる選手に対し振動で提示される。
選手は、当該場所を通過するまで安全に 当該の選手はコースマーシャルの指示された
通過する様、最大限の慎重さと注意を 場所から速やかにコースから出る事。
払い走行を行う事。又、黄旗から当該場所を ※尚、レース内容によっては使用されない
通過するまで追い越し等は慎む事。 　 場合がある。
※シクロクロスの場合、ピットの出入口にも
   掲示される。

黄旗振動

事故現場 黄旗が掲示された地点から事故現場までの区間は

安全な速度で走行を行う事。
進行方向 事故処理を行っているスタッフ、事故をした選手の

安全を優先する。

×



公式掲⽰⑤ 救急搬送の場合の選⼿側の対応 

救急搬送の場合、救急⾞に同乗する付き添いが必要になる。 

スタッフでの付き添い対応は出来ない。参加者にて対応を決める等の事前準備をお願いする。 

 

公式掲⽰⑥ ライダーズミーティングへの出席 

 レースへ参加する選⼿全員に本⼤会の競技説明を⾏い競技上の注意点等を伝える為、ライダーズ 

ミーティングを⾏う。選⼿へは本ミーティングへの出席を義務付ける。 

⽋席した場合は、レースへの出⾛を認めない。 

実施するタイミングは下記の通り。選⼿はレースのタイムスケジュールを確認し、遅れることなく 

出席をする様にお願いする。 

１． オープンクラス・・・予選出⾛前の招集時。各組毎に⾏う。 

２． キッズクラス・・・決勝レースの招集時に⾏う。尚、保護者同席をお願いする。 

３． レディース、シニア、バラエティークラス・・・決勝レース時の招集時に⾏う。 

 

公式掲⽰⑦ 救急病院 

救急病院 電話番号 住所 

岡⼭労災病院 086-262-0131 岡⼭市南区築港緑町１−１０−２５ 

岡⼭市⽴せのお病院 086-282-1211 岡⼭市南区妹尾８５０番地 

⽟野市⺠病院 086-331-2101 ⽟野市宇野２−３−１ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



公式掲⽰⑧ タイムスケジュール 

項⽬ 開始時間 

（予定） 

周回数（または時間） 参加者数 

受付 

  

キッズレース 7：00 
〜7：50 

― ― 

キッズレース以外 ７：００ 

〜9：00 
― ― 

試⾛   ７：０５ 

〜7：55 

― ― 

キッズミーティン

グ 

キッズレース保護者 7：50 ― ― 

キッズレース 

  

  

  

  

  

  

  

未就学 A（補助輪つき） ８：００ １５０ｍ直線 ２ 

未就学Ｂ ８：０５ 1周 14 

⼩学１年⽣ ８：１５ 3周 5 

⼩学２年⽣ 8 
⼩学３年⽣ ８：２５ 5周 5 

⼩学４年⽣ 4 

⼩学５年⽣ ８：３５ 7 周 15 

⼩学６年⽣ 7 
選⼿ミーティング クリテリウムオープンクラス 9：10〜 予選招集時都度 ― 

クリテ予選 

  

  

オープン No.1〜30 9：20 各組８分 30 
オープン No.33〜60 9：30 30 
オープン No.61〜9２ 9：40 32 

試⾛ バラエティ、ウーマン、シニア 10：00 
〜10：10 

ー ― 

オープン準決勝 

  

  

C組 10：20 15周 32 

B組 11：50 20 周 30 
A組 11:20 20 周 30 

選⼿ミーティング バラエティ、ウーマン、シニア 12:00 招集時 ― 

決勝 

  

バラエティ、ウーマン、シニア 12:10 20 周 14 

オープン C組 12：50 20 周 32 

オープン B組 13：20 25周 30 
オープン A組 13：50 30 周 30 

 ※招集は開始時刻 10 分前には集合ください。都度出⾛前に選⼿ミーティングを⾏います。 

 ※表彰式は各競技終了し、準備が出来次第⾏います。放送にて連絡します。 

 ※表彰対象者：各クラス 1位〜3位まで 

 

井上洋一郎
 10:50

井上洋一郎
※3/24　掲載当初オープン準決勝B組の時間が11:50になっていましたが、
正しくは上記の通り10:50です。

井上洋一郎
13

井上洋一郎
33



公式掲⽰⑨ 駐⾞場について 
ゲートオープン・・・6 時 30 分、ゲートクローズ 16 時 40 分 
駐⾞場は以下の位置。誘導員の指⽰に従う事。公園内は徐⾏運転でお願いする。 

 
  



公式掲⽰⑩ コース図とコース⾛⾏時に選⼿が知っておくべきこと 

 

コース略図

コースの注意点

　コースサイドはガードレールがあり、緩衝材でタイヤバリアを設置しているが、タイヤバリアに

　接触すると、ガードレールに身体が接触し、大事故に繋がる恐れがある事から、タイヤバリアから

　離れた右側の位置に破線の白線を引く。選手はタイヤバリアと破線の白線の間を走行しない事。

　※ライダーズミーティングに参加しなかった選手が走行禁止の箇所を走行し

　　　他の選手と接触。接触した選手はタイヤバリアに接触後、ガードレールに衝突。1か月の重傷。

　　　（肺挫傷、腕の裂傷、開放骨折等）

レイクサイドパークなださきHPより

コースレイアウト

ガードレール

タイヤバリア

破線の白線

走行禁止

走行ライン

コースアウト箇所

ゴール後は減速し、コースを回り最終コーナの箇所から出る事。

（逆走禁止）

スタート地点（招集場所）

※スタート手順(未就学A以外）
スタート地点から先導付きでローリングを開始。フィニッシュラインを過ぎ先導が外れる位でピストルを鳴らしリアルスタートとする。

※未就学Aは招集場所から一斉スタートとする。

スタート/フィニッシュライン



公式掲⽰⑪ オープンクラスの⼿順の説明補⾜（変更点、補⾜説明） 
以下の⼿順にて⾏う 

予選・・・各組 8 分間 

最速ラップを予選記録とする（上位から順に、準決勝３組に分ける） 

出⾛できなかった選⼿は最下位とする 

予選中は、安全のためコース出⼊り禁⽌ 

流す選⼿は左側通⾏ 

８分経過時、⼀⻫に各コーススタッフが⻩旗を静⽌で掲⽰する。（チェッカーフラッグで終了ではない） 

選⼿は安全な速度に落とし、コーススタッフの誘導でコース外に出る（最終コーナー部より出る事） 

 

準決勝・・・A と B ２０周、C 15 周 

出⾛できなかった場合は、最下位とする 

各組上位６名は昇格、下位６名は降格で決勝へ進む 

ラップアウトは無し 

チェッカーを受けると、減速しコーススタッフの誘導でコース外出る 

準決勝、各組１位に賞品あり（レース後に本部受付へ取りに来る事） 

 

決勝・・・A ３０周、B ２５周、C ２０周 

7 周毎にスプリント周回あり（笛が鳴る対象周回終了時 1 位通過者のみ） 

周回遅れになりそうな選⼿に対しブルーフラッグが振られ、対象選⼿は減速しコーススタッフの誘導で 

コース外へ出る。 

競技者が 3 名以下になった場合は、残り周回を減じて⾏う（周回版表⽰） 

スプリント賞に賞品あり 

 

 

イメージ図 (75名参加の場合）

予選

準決勝
Ａ Ｂ Ｃ

決勝
Ａ Ｂ Ｃ
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公式掲⽰⑫ 競技中等の注意点 
・レース中の機材交換は認めません。 

・落⾞時のニュートラル周回はありません。直ぐ復帰出来無い場合は再スタートしない様にしてください。 

・急な⾛⾏ライン変更、コーナー部で速⽬にペダルを踏みペダルが地⾯に接触する落⾞のケースが多いので、

⼗分注意下さい。 

・落⾞があった場合は、現場⼿前で⻩⾊い旗が振られるので、⼗分注意して⾛⾏する様にしてください。 

・落⾞、天候の急変によりレース続⾏不可能となった場合、各コーススタッフにより⾚い旗が振られ、 

レースは中断されます。安全な速度で最終コーナから外に出る様にお願いします。 

５０%以上の周回を消化していればレース中断前の周回でレース成⽴。 

５０％未満の場合もタイムテーブル上、再レースの時間はないのでレース中断前の周回でレース成⽴とし

ます。 

最終コーナーの出⼝で計測チップを回収します。返却が無い選⼿には実費で請求します。 

尚、誤って持ち帰ってしまい後で郵送する場合も送料は選⼿負担でお願いします。 

・事故等のトラブルは各選⼿の責任とし、協議会はそれらには関与しません。 

・表彰式は極⼒スピーディーに⾏いますのでご協⼒ください。表彰式に遅れても表彰対象者不在で⾏います。 

 

 

 

 

 

上記公式掲⽰の内容をしっかり確認された⽅は 
下記 URL よりスタートリストをご確認下さい。 
 
スタートリスト 
https://okayama-cycle.com/pdf/20210328startlist.pdf 

https://okayama-cycle.com/pdf/20210328startlist.pdf
https://okayama-cycle.com/pdf/20210328startlist.pdf

