
AJOCC 中国シクロクロス第 4戦 岡山井原市葡萄浪漫館 大会要項 

 

大会名称  ＡＪＯＣＣ 中国シクロクロス第４戦 岡山県井原市 葡萄浪漫館 

主  催  中国シクロクロス実行委員会 

運  営  岡山県サイクルスポーツ協議会（OCK） 

後  援  井原市 葡萄浪漫館 

協   力    BICYCLE PRO SHOP なかやま（機材協力） 

      なんば建築工房（機材協力） 

大会場所  岡山県井原市青野町３５３５－３ 「葡萄浪漫館」 

開催日    202２年 3月 6日(日) 

募集期間  202２年 2 月 6日(日)～2月 20 日（日） 

 

１． コロナ対応についてのお願い 

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。 

◆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 

年齢規定は「2022 年中に達する年齢」が適用される。 

中学生と小学生については、大会当日の学年で判断する。 

クラス 競技時間 JCF 登録 参加資格 参加費 

C1 60 分 必要 １９歳（２００３年以前生まれ）以上の男性、ＡＪＯＣＣカテゴリー・Ｃ１資格者 4,000 円 

C2 40 分 必要 １７歳（２００５年以前生まれ）以上の男性、ＡＪＯＣＣカテゴリー・Ｃ２資格者 

C3 30 分 推奨 １５歳（２００７年以前生まれ）以上の男性、ＡＪＯＣＣカテゴリー・Ｃ３資格者 

C4 30 分  中学生以上（２００９年 4月 1 日生れ以前）の男性ＡＪＯＣＣカテゴリー・ 

Ｃ４資格、またはＡＪＯＣＣ加盟大会初参加の方 

CM1 40 分 必要 ４０歳以上（１９８２年生れ以前）の男性、ＡＪＯＣＣカテゴリー・ＣM１資格者 

CM2 30 分 推奨 ４０歳以上（１９８３年生れ以前）の男性、ＡＪＯＣＣカテゴリー・ＣM２資格者 

CM3 30 分 推奨 ４０歳以上（１９８２年生れ以前）の男性、ＡＪＯＣＣカテゴリー・ＣM３資格者 

またはＡＪＯＣＣ加盟大会初参加の方 

CL1 45 分  

又は 40 分 

必要 １７歳（２００５年生れ以前）以上の女性、ＡＪＯＣＣカテゴリー・ＣL１資格者 

CL2 30 分 推奨 中学生以上（２００９年 4月 1 日生れ以前）の女性、ＡＪＯＣＣカテゴリー・ 

ＣL２資格者、またはＡＪＯＣＣ加盟大会初参加の方 

CJ 40 分 必要 ２００３〜２００４年生まれの男性、ＡＪＯＣＣカテゴリー・CJ 資格者 3,000 円 

U17 最長 30 分  ２００６年〜２００７年生まれの男性、ＡＪＯＣＣカテゴリー・U１７資格者 

U15 最長 30 分  ２００８〜２００９年生まれの男性、ＡＪＯＣＣカテゴリー・U１５資格者 

CK1 10 分程度  小学５年～６年生の男女 1,000 円 

CK2 10 分程度  小学３年～４年生の男女 

CK3 10 分程度  小学１年～２年生の男女 

  ・JCF 登録が必要なクラスはシクロクロス専用車両での参加が必須。それ以外は MTB での出走も可。 

   但し、スタート位置は最後尾とします。 

  ・CK クラスはショートコースで行います。 

  ・初めて参加される方は、15 歳以上の男性は「C4」、女性は「CL2」にエントリーしてください。 

男性の方で、40 歳以上であれば「CM3」も選択することが出来ます。 

・年齢条件に関しまして、2022 年１２月３１日時点での年齢となります。小学生以下のみレース参加時点での学年と致します。 

中国シクロクロスでは CL3 カテゴリーは実施いたしておりません。中国シクロクロス以外の地域からの参加の CL3 カテゴリーの方は 

CL2 のレースに参加できます。その場合カテゴリー変更は致しません。 

３． 表彰 

   各クラス 3位まで。 

但しコロナ感染状況により表彰式を行わない場合があります。その場合は賞状、景品等を受付まで取りに来てください。 

    

 

 



４． タイムスケジュール（予定） 

項目 時間 補足事項 

受付 ７：30～ 参加レース 30 分前に締切  

試走 8：00～8：30  

ＣＫ１、ＣＫ２、ＣＫ３ 8：45～8:55 同時スタート 

ＣＭ２＋ＣＭ３、ＣＬ２ 9：15～9:45 CM2+CM3 スタート３０秒後に CL2 スタート。 

Ｃ４ 10：10～10：40  

試走 10：50～11：20  

Ｃ３、Ｕ１７、Ｕ１５ 11：35～12：05  

Ｃ２、ＣＭ１、ＣＬ１、ＣＪ 12：30～13：10 C2 スタート３０秒後に CM1、CL1、CJ スタート 

Ｃ１ 13：35～14：35  

30 分クラスの出走人数が５０名を超えた場合、タイムスケジュールの大幅変更の可能性があります。 

当日の天候、交通事情によりスケジュールが変更になることがあります。変更の場合は大会前までに公式掲示にて発表します。 

５．大会規則、注意点 

  1)会場での注意事項 

 ゴミは各人で持ち帰りをお願いします。（大会本部や葡萄浪漫館のごみ入れへの投棄禁止） 

 会場での直火は厳禁。 

 トイレを使用する際は、靴の泥を落として使用をお願いします。 

 喫煙は所定の場所でお願いします。 

 飲酒は厳禁。 

2)競技規則 

本大会は、２０２１年版 JCF 競技規則、及び中国シクロクロス特別規則を準用します。 

スタートリスト、スケジュール、他注意事項の公開 

 大会一週間前に中国シクロクロスのホームページへ公開します。 

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。 

 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、各自の責任とします。 

 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、記録修正は認めません。 

試走 

 計測用発信器、ゼッケン等取り付け、試走を行ってください。競技参加者以外のコース試走はできません。 

（保護者の方の付き添いも不可とします。） 

招集 

 スタート予定時刻１０分前より召集を行います。それまでに招集場所へ集合ください。 

   その他注意事項 

 大会役員・係員等の指示に従ってください。従わない場合は出走停止、リザルト剥奪等を行います。 

 レース中、自分のピットサポーターがいるピット場所以外での物品の投棄はペナルティ対象になります。 

（物品には自転車部品等も含まれる。ピット内に於いても使用前と同様に全ての物を持ち帰り下さい。） 

 大会会場における盗難・障害等の事故・事件等は各自の責任とします。 

 コースオープンは大会当日のみとなります。 

 エントリー受付後に AJOCC カテゴリーの昇格があった場合は最新のカテゴリーに変更して出走とする。 

 スタート順は AJOCC ランキングポイント順とします。 

 召集に遅れた場合は最後尾からのスタートとし、指定場所以外からコース内に立ち入ることを禁じます。 

 競技中選手は無線および映像の通信利用を禁じます 



 ピットにはピット要員のみ入り作業できます。ピットには撮影目的で入ることはできません。（登録カメラマンは除く。） 

 禁止した機器を所持して参加は認められません。但し車載カメラに関しましては役員により取り付け確認したものは 

OK とします。但しハンドル上部は不可 落下しないようにしっかりと取り付けができている事。 

 期限を過ぎての申し込みは受付けません。 

 

６．申し込み方法 

    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/ 

 

７．問い合わせ 

    中国シクロクロスホームページ問い合わせフォーム http://tyugokucx.info/contact/ 

若しくは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。http://okayama-cycle.com/contact.html 

 

８．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。 

 

９．駐車場 

   葡萄浪漫館グランドに駐車をお願いします。 

※コロナ対応の為、葡萄浪漫館 建屋前のアスファルト駐車場には駐車しない様にお願いします。 

 

１０．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時までに中国シクロクロスホームページ、OCK の 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（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）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。 

 

 


