
22-23 AJOCC 中国シクロクロス 岡山井原市葡萄浪漫館 大会要項 

  

大会名称:AJOCC 22-23 中国シクロクロス 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   :オカヤマシクロクロス実行委員会 

後援   :井原市 葡萄浪漫館 http://www.grnet.jp/index.html  

協力    :BICYCLE PRO SHOP なかやま（機材協力） https://www.bps-nakayama.com/  

       なんば建築工房（機材協力） https://www.nanbakenchiku.co.jp/  

大会場所:岡山県井原市青野町３５３５－３ 「葡萄浪漫館」 

開催日   :2023 年 3 月５日(日) 

募集期間:2023 年 1 月 15 日(日)～2 月 19 日（日） 

  

 

１．募集カテゴリー 

カテゴリー 競技時間 参加資格 参加費 

C1 60 分 19 才（2004 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 17 才（2006 年以前生まれ）以上の男性、AJOCC カテゴリー・C2 資格者 

C3 30 分 15 才（2008 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（2010 年 4 月 1 日生まれ以前）の男性 AJOCC カテゴリー・C4 資

格者、又は AJOCC 加盟大会初参加の方 

CM1 40 分 35 才以上（1988 年生まれ以前）の男性、AJOCC カテゴリー・CM1 資格者 

CM2 30 分 35 才以上（1988 年生まれ以前）の男性、AJOCC カテゴリー・CM2 資格者 

CM3 30 分 35 才以上（1988 年生まれ以前）の男性、AJOCC カテゴリー・CM3 資格者 

又は AJOCC 大会初参加の方 

CL1 40 分 17 才（2006 年生まれ以前）以上の女性、AJOCC カテゴリー・CL1 資格者 

CL2 30 分 中学生以上（2010 年 4 月 1 日生まれ以前）の女性、AJOCC カテゴリー・CL2

資格者、又は AJOCC 大会初参加の方 

CJ 40 分 2005～2006 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 2007～2008 年生まれの男性、AJOCC カテゴリー・U17 資格者 

U15 最⾧30 分 2009～2010 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 

  ・中国シクロクロスでは 22-23 シーズン、実力別カテゴリーを採用します。又、JCF 競技ライセンス登録は任意となります。 

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

男性の方で、40 才以上であれば「CM3」も選択することが出来ます。 

・中国シクロクロスでは CL3 カテゴリーは実施しません。中国シクロクロス以外の地域から参加の 

CL3 カテゴリーの方は CL2 に参加できます。その場合カテゴリー変更はしません。 

・シーズン途中のカテゴリー変更は出来ません。自身のシーズン初大会へのエントリー時のみ変更可能です。 

・初参加以外の方はご自身のカテゴリーを AJOCC ホームページで確認して申し込みをお願いします。 

 

 



3．表彰 

各カテゴリー3 位まで。 

 

 

４．参加規約（重要） 

参加者は、エントリー申し込みをもって以下の参加規約に全て同意されたものとします。 

厳守されない場合は、失格や本大会会場からの退場等の処置を行います。 

 

１)一般条件 

a:選手、及び選手の家族代表者や保護者等の関係者は本大会に参加するにあたり、自身の健康管理に 

細心の注意を払い、主催、運営の規則、指示事項等を順守し、万一の事故、傷病、紛失等に際しては本大会の 

主催、運営、後援者等の大会関係者に対しその責任を一切負いません。又、主催、運営、後援者、選手等への 

罵声、誹謗中傷をしません。 

b:参加者は主催者が得た個人情報の取り扱いについて下記にのみ使用する事を承諾します。 

・スタートリスト、リザルトへの掲載。保険会社への情報提供。 

・本大会で新型コロナウィルス発生した場合の自治体、保健所等への情報提供。 

・大会で撮影した写真、動画の中国シクロクロス実行委員会広報用、大会会場管理者様の広報用での使用。 

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

但し、主催、運営、後援者はそれらの写真、動画には責を負いません。 

ｃ:払い込まれた参加料は、特別規定で定めた場合を除き、天候などいかなる理由で大会が中止になった場合でも 

返金しません。警報等が出ない限り開催します。 

ⅾ:新型コロナウィルス感染症に関する特別規定 

自治体や大会会場管理者様からイベント中止要請が発せられない限り大会は開催します。 

(尚、開催 2 週間前、最新の各自治体等の指針に基づいての感染対策を公式掲示で周知します。） 

新型コロナウィルス拡大防止の為、選手本人が大会当日に、発熱、咳、のどの痛みや倦怠感、息苦しさ、味覚や 

嗅覚の異常といった症状がある場合、会場への来場の自粛をお願いします。同行者も同様です。 

大会が開催されたにも関わらず選手がこれらを理由として欠場した場合に限り、選手は参加料の返金を求めることが 

でき、参加料から手数料を差し引いた金額を返金します。その際は 7 項「問い合わせ先」より 

2023 年 3 月 7 日まで連絡をお願いします。期限を超過した場合は返金に応じません。 

e:傷害保険（上限 50 万円/人）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 

思われる方は各自で対応をお願いします。 

f: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、付き添いを救急隊より求められる場合があります。競技役員の付き添い対応はできません。 

万が一に備え各自で対応を決めて下さい。尚、主催、運営者は応急処置、救急搬送手配迄行います。 

又、参加者でアレルギーや特異体質等、医療のために知っておいてほしいことがある場合は申込時に申告を 

お願いします。 

 

2)競技規則 

JCF 競技規則、AJOCC 競技規則ならびに本大会特別規則に基づいて競技を実施します。 

JCF 競技者ライセンスは今シーズンより任意となりましたが、登録者、未登録者の参加者全員が必ず目を通し 

規則を理解し参加してください。 

 



3)競技上の注意 

a:一般事項 

・大会一週間前に中国シクロクロスのホームページへ公式掲示で周知します。参加確認証は発行しません。 

・試走中も含め自転車に乗車する際は必ずヘルメット、グローブの保護具着用を厳守ください。 

 尚、保護具の不備（ヘルメット未着用、割れやあご紐が緩い、グローブ未着用）は改善しなければ出走を認めません。 

 アップ等で公道を走行する際は道交法を必ず厳守して下さい。 

（自転車本体へもベル、リフレクター等の保安部品の着用が法律で決められています。） 

・検車は行ないません。各自で整備ください。但し競技役員に整備不良が指摘された場合、改善しなければ出走を 

認めません。 

・シクロクロス専用車両での参加が必須のカテゴリー以外は MTB での出走も可とします。 

但しスタート位置は最後尾とします。 

・CK カテゴリーはショートコースで行います。 

・申し込み期限を過ぎての受付はいかなる場合でも受付けません。 

・新規参加者でロード/MTB 等の実績による上位カテゴリーでの参加特例は行いません。 

b:選手識別 

・ボディゼッケン等を指定された位置に取り付けてください。 

・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、判定への異議、記録修正は認めません。 

c:試走 

・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。） 

・朝の試走時は CK も走ります。CK 以外の選手は周囲を確認し接触等が無い様に走行をお願いします。 

・大会前日の試走は行いません。 

d:招集 

・スタート予定時刻１０分前より召集。それまでに招集場所へ集合ください。 

集合に遅れた場合、招集に来たタイミング、若しくは最後尾で並ぶ様になります。 

・スタート順は AJOCC ランキングポイント順とします。 

   e:競技 

・ピット場所以外での物品の投棄は禁止します。 

・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。） 

・車載カメラ取付け方法は公式掲示にてお知らせします。 

・競技中に事故が発生、人命に関わる事態となった場合、直ちに競技を中止します。その際は各コース立哨役員より 

中止の旨を伝えます。安全な速度に減速。コースを逆走せず正規のコースを走り各自の待機場所へ戻ってください。 

   ・周回遅れが発生する場合、抜く選手は抜かれる選手に抜く旨を優しく声掛け。 

抜かれる選手は蛇行せず自身の走行ラインをキープし速い選手が抜く際の妨げにならない様、走行をお願いします。 

 

4)タイムスケジュール 

・下表のタイムテーブルで行いますが各カテゴリーの参加者数や天候等により各カテゴリーの開始時間や別カテゴリーの 

混走を大幅に見直す場合があります。最終スケジュールは公式掲示で周知としますので必ず確認をお願いします。 

 ・申し込み時に選択したカテゴリーが誤っていた場合、エントリーリスト作成時に正しいカテゴリーでの出走に変更されます。 

  変更後のカテゴリーにて出走をお願いします。 

・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します。 

 

 



項目 時間 

受付 7:30～ 参加カテゴリー30 分前に締切 

試走 8:00～ 8:30 

ＣＫ１、ＣＫ２、ＣＫ３ 8:40～ 8:50 

ＣＭ２＋ＣＭ３、ＣＬ２ 9:20～ 9:50 

Ｃ４ 10:20～10:50 

試走 10:55～11:15 

Ｃ３、Ｕ１７、Ｕ１５ 11:25～11:55 

Ｃ２、ＣＭ１、ＣＬ１、ＣＪ 12:25～13:05 

Ｃ１ 13:35～14:35 

 

  5)大会会場の注意点 

   ・駐車場は葡萄浪漫館グランドに必ず駐車をお願いします。 

・葡萄浪漫館 建屋前のアスファルト駐車場は駐車厳禁とします。 

    ・直火の使用は禁止します。 

    ・テント等を張られる際は、必ず地面、車両等へ固定し風に飛ばされない処置をお願いします。 

    駐車スペースは各自最小限のスペースとなる様にし、お互いに譲り合って駐車をお願いします。 

・会場内の建物内、トイレ等の建屋に入る際は泥を落とし使用してください。 

・会場での宿泊はご遠慮下さい。 

・自身が出したゴミは必ず持ち帰り処分をお願いします。会場内のゴミ箱等へ投棄しない事を厳守ください。 

・小さいお子様、ペット等を連れて来られる場合、競技中にコース内に入らない様に管理徹底をお願いします。 

ペットの糞は各自で持ち帰りをお願いします。 

  

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からお願いします。http://tyugokucx.info/contact/  

  

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．井原市内の宿泊等 

井原市観光協会ホームページ等からご確認ください。(会場から凡そ 15 分圏内に数か所宿泊施設があります。)  

https://ibarakankou.jp/  

  尚、会場近隣で宿泊施設がある市町村は岡山県笠岡市(凡そ 30 分)、浅口市、里庄町(凡そ 40 分) 

広島県福山市(凡そ 50 分)等があります。 


