第3回

大会参加者へのご案内
この度は、第3回GSRカップにご参加いただきまして、誠にありがとうございます。
大会前に案内書を必ずお読みになり、注意事項等をご遵守いただきますようお願い申し上げます。

■内容物をご確認ください。
①大会参加者へのご案内（本紙）
②第3回GSRカップ参加受理書
③リストバンド ………………………人数分
④保護者承諾書 ……………………※対象チームのみ。
⑤追加駐車許可証 …………………1枚 ※エンデューロご参加チームのみ。
⑥観戦リストバンド、追加駐車許可証 ※追加申し込みを行った方のみ
大会誓約書と車検証は同梱されていません。大会webページよりプリントアウトしてご利用ください。
http://gear.goodsmileracing.com/gsrcup03/index.html

■開催日 2015年9月6日日曜日
■会場
茂原ツインサーキット
〒297-0044 千葉県茂原市台田６４０
【主催】株式会社グッドスマイルカンパニー
【運営】LinkTOHOKU
【協賛】amisports、ロングライダース/COMIC ZIN
(有)エム、マキノサイクルファクトリー、ケッタマシン、
サンボルト、ESRmagnesia、のらいも工房、

■車でお越しの方

■京葉自動車道経由の場合
首都高速⇒京葉自動車道⇒千葉東JCT⇒千葉東金道路⇒大宮IC下車⇒
県道67号⇒平山IC⇒千葉外房有料道路⇒桂IC下車⇒県道21号線⇒
T字路を右折⇒国道128号線⇒直進⇒県道27号線
左側に看板が見えてきます。
■アクアライン経由の場合
アクアライン⇒圏央道⇒茂原長南IC下車⇒長生グリーンライン⇒
県道293号方面(左折)⇒県道293号⇒T字路を右折⇒県道27号線
左側に看板が見えてきます。

コスパ、ワコーズ、ワイ・インターナショナル、
ろんぐらいだぁす!、アウローラ、

■タイムスケジュール

■JR茂原駅からの臨時バス

6:00 ………………… ゲートオープン
6:30〜9:00 ……… 2時間・5時間エンデューロ・
クリテリウム受付開始
7:30〜8:20 ……… コース試走
8:30〜8:50 ……… ライダーズミーティング
8:50〜9:00 ……… スタートセレモニー
9:00 ………………… 2時間・5時間エンデューロスタート
11:00 ……………… 2時間・5時間エンデューロゴール
11:00〜13:00 …… 3時間エンデューロ・クリテリウム受付開始
11:10〜11:40 …… コース試走
11:40〜12:00 …… ライダーズミーティング(クリテ、3H対象へ2回目)
12:00 ……………… クリテリウム(チャンピオン)スタート
12:30 ……………… クリテリウム(アスリート)スタート
13:00 ……………… クリテリウム(レディース)スタート
13:30 ……………… 3時間・5時間エンデューロスタート
16:30 ……………… 3時間・5時間エンデューロゴール
16:45 ……………… 記念撮影
17:00 ……………… 表彰式
18:00 ……………… 終了

JR茂原駅〜サーキット 時刻表

スケジュールは変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

茂原駅発車時刻

サーキット到着時刻

サーキット出発時刻

7:20

7:40

-

8:20

8:40

-

9:20

9:00

-

10:20

10:40

-

11:20

11:40

-

13:30

13:50

-

14:30

14:50

-

-

-

16:00

-

-

17:10

-

-

18:10

-

-

19:10

※交通状況等によりダイヤの変更が出る場合がございます。
※乗車料金は無料です。
※輸行状態での自転車積み込みが可能です。
※自転車積載時、破損やトラブルにつきましては一切の責任を
負いかねます。あらかじめご了承ください。
※満員になった場合、時間前に発車する場合があります。

■当日の流れ
1.サーキット入場

■計測タグ

入場時にチェックを行います。

足首に着けるバンドタイプのタグです。交代時に付け替えてください。

リストバンドは必ず着用し、退出時まではずさないようにしてください。
車で起こしの際は駐車許可証のチェックと、
リストバンドのチェックを合わせて行います。

■ゼッケン取り付けの位置
ゼッケンは安全ピンなどで、腰の右側に見える

2.車両チェック 7：30〜13：00
メカニックサポートをにて車両をチェックしてもらい、
車両検査証にサインをもらってください。

ように取り付けてください。
ゼッケンが外れてしまったままレースを
続行することはできません。ご注意ください。
ヘルメットシールは頭頂部に貼り付けてください。

001

※最寄りの自転車専門店で事前車両チェックを受けて頂きますと、

■メカニックサポート
10:00〜16:00

当日のエントリー時間が大幅に短縮されます。

ワイズロード新宿本館によるメカニックサポートを行います。

スムーズな受付にご協力をお願いいたします。
≪事前車両チェックの流れ≫
①参加案内と合わせ「車両検査証」をお送りします。
②車両検査証と自転車を最寄りの専門店にお持ちいただき、
チェックを受けてください。
③整備完了後、お店のスタッフに車両検査証に押印してもらってください。
⑤押印された車検証を、当日受付に提出してください。

※このサービスはあくまでも応急処置です。

事前に車両チェックを済ませている方は必要ありません。
そのまま受付にお越しください。

※申請に偽りがあった場合、一切保証・責任は負いません。

3.受付

7：30〜13：00

※7：30〜9：00までは2時間エンデューロ、
5時間エンデューロ参加者の受付を対象とします。
参加受理書、大会誓約書、車両検査証、保護者承諾書（対象者のみ）
を大会受付までお持ちください。
装備・ウェアのチェックを行います。チームメンバー全員で走行準備
が済んだ状態でお越しください。
問題がなければゼッケンと計測チップをお渡しします。
※計測チップは終了後必ずお戻しください。

大会終了後、直ちにメンテナンスを受けてください。
また、交換パーツは有料となります。
参加車両は各自の責任において事前に十分整備してご参加下さい。
修理内容や走行の可否につきましては審判・メカニックの判断に
従って頂けますようお願いいたします。
対応に時間がかかる場合がございますので、
修理用品の準備をお願いします。

■更衣室
更衣室をご用意しておりますので、ご利用ください。

■荷物預かり
受付にてお預かりします。
また、現金や貴重品、こわれものなどの取り扱いはできません。
万一お預かりした荷物やバッグなどに損傷が生じた場合であっても、
補償の責めなどには応じられません。あらかじめご理解の上
ご利用ください。

紛失、破損した場合、後日実費を請求させていただきます。

■コスプレ割引

※当日は混雑が予想されます。受付時間内に必ず済ませて頂けます

会場内でコスプレをされている方に、観戦料500円を割引します。

ようお願いいたします。
※11：30までに受付を済ませて頂けますようご来場の時間には十
分ご注意ください。

※対象は観戦者の方に限ります。
ご希望の方は受付にお越しください。

※やむを得ず出走メンバー全員が揃わない場合、先に受付を行うこ
とも可能です。その場合、先に到着した人数分のゼッケンをお渡しし
ます。後から来た方は必ず受付にお越しください。

4.ライダーズミーティング
8：40〜9：00・11:40〜12:00
競技走行についての説明を行います。
安全に走行していただくために、必ずご参加して頂けますようお願いいたします。
（最低でもチームからお一人参加が出走条件となります）

会場図

※運営上の都合により、変更になる場合があります。

トイレ

リア
交代エ

ピット
トイレ

出入口

トイレ

①大会受付

②救護所

④西コース
試走、ロードバイクスキルトレーニング教室

③フードコーナー(9:00〜)

西コース700mを試乗車走行・試走用コースとして開放いたします。

場所：レストランWEST
・カーボローディング（ごはん食べ放題）
・ナトリウムローディング（みそ汁飲み放題）
・プロテインローディング（フランクフルト）

自転車お持ち込みもOKです！良質な路面と広いコースを気軽に体験して頂けます。
持ち物：身分証明書（運転免許証、健康保険証など）、ヘルメット、グローブ、自転車
※当日の駐車状況により、
トレーニング教室は実施場所を変更、
試走は中止になる場合があります。あらかじめご了承ください。

ふりかけなどごはんのお供をご用意ください。
フードご提供はなくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。
その他有料フード、
ドリンクはレストランBRANDSをご利用ください。

⑤レストラン BRANDS
⑥展示・販売コーナー(9:00〜17:00)
⑦更衣室
⑧表彰台・コントロールタワー

■ピットのご案内

お送りしている資料に
誤植がありました。
正しくは「3時間エンデューロ」です。
増設テント

交代エリア 横(断禁止

2時間エンデューロ

3時間エンデューロ

受付

メカ
ニック

) コース

表彰台

第1回
第2回
コース試走
第3回
第4回
コース試走

ソロ種目

5時間
エンデューロ

バイク駐輪禁止
エリア

タイムスケジュール
9:15〜10:15 …………
10:30〜11:30 ………
11:45〜13:30 ………
13:45〜14:45 ………
15:00〜16:00 ………
16:15〜16:45 ………

●チームピット
各チームは種目ごとに指定されたエリアを使用してください。
参加者ごとにピットの指定は行いません。
皆様で協力しあってご利用下さい。
チームエンデューロクラスでの走者の交代は
「交代エリア」で行なって下さい。
ピット内ではテントやタープを張らないでください。
※ピットエリアは火気厳禁です。
●2時間エンデューロのみ参加するチームは、
競技終了後速やかに荷物を撤収し、
スペースの節約にご協力をお願いします。
●ソロ種目に参加される選手用のエリアを設営しています。
レース中の休憩や手荷物の一時置き場としてご使用ください。
手荷物の管理はご自分の責任で行ってください。
貴重品は置かないようにしてください。
●現場の状況により、変更になる場合があります。

服装規定
(1)ヘルメット・手袋を必ず着用すること。
コスプレ衣装の場合ヘルメットの上に装飾を施すものとします。
(2)アニメ、漫画、ゲームコンテンツ作品、オリジナルキャラクターをモチーフにしたサイクルジャージまたはコスプレ。
サイクルジャージまたはコスプレ衣装のデザインに他人の知的財産権を用いている場合は、当社は当該デザインのジャージ又は衣装を作成することが正当な権原に
基づいて行われていることを、お客様に表明頂いたと見なさせて頂きます。
必要な場合には、事前にお客様ご自身で著作権または商標に関する権利の管理者から使用の許可を得られるようにお願いいたします。
コスプレ衣装がノースリーブの場合は「肌色のウェア」を着用してください。
コスプレ衣装の丈の長さは、車輪巻き込み防止のため膝頭より上とします。
(3)公序良俗に反する衣装はご遠慮下さい。
主催者の指示に従わない場合は、会場から強制的にご退場いただくこともございます。
その場合エントリー費用の払い戻し等はいたしません。
(4)衣装に付属する部品を落とした場合、他の競技者への危険が生じたと判断し、
レース失格とさせて頂きます。
(5)主催者、競技運営者が不適切であると判断した場合、改善されるまで走行を中止していただきます。
あらかじめご了承下さい。

注意事項
(1)競技中に於ける傷害、疾病について、参加者の安心・安全確保のため万が一に備えて医師、看護を派遣し応急処置を行います。
それ以後の処置については本人の責任で行ってください。医師などの治療費については、本人負担となります。
健康保険証を必ず持参してください。
・傷害保険の内容(東京海上日動火災保険)
通院2,000円、入院4,000円、死亡・後遺障害300万円(傷害特約 手術時入院の10,20,40倍)
※この内容で不足と思われる方は各自で準備をお願いします。
(2)試走を推奨します。
(3)レーススケジュールは進行状況により変更することがあります。
(4)雨天決行です。
(5)予測できない事故や天候の変化により、競技運営が不可能と主催者が判断した場合は、大会を中止または内容を変更することがあります。
この場合、大会の準備に費用を要するため、参加費は返金できませんのでご了承ください。
台風などで事前に開催中止を決定した場合、主催者の判断により諸経費を差引いた金額を返金する場合もございます。
(6)競技走行中の撮影について、安全確保の観点から、競技走行中の競技者による撮影行為は「主催者が許可する場合」を除き禁止とします。
※希望される方は事前に申請頂き主催者の確認を受けてください。
また撮影したデータは公式サイト用動画としてご提供をお願いさせて頂く場合がありますのでご協力をお願いします。
(7)ゴミについて 競技中の選手は飲料水ボトルや補給食などの投げ捨ては禁止です。
(8)飲酒・酒気帯びでのレース参加は禁止します。発覚次第、強制退場とさせていただきます。
(9)企画内容は必要に応じて予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
(10)駐車場を含むサーキット場内は、バーベキューなど火気の使用および調理は厳禁です。
(11)パドックは他の参加者と譲り合ってご使用ください。使用方法で主催者の指示があった場合、速やかに従ってください。
(12)場内への飲食物持ち込みはご自由にして頂いて構いません。
食中毒には十分ご注意頂けますようお願いいたします。
フードコーナーご利用の際も必ず食器を使い、素手で食べ物に触れないようにしてください。
食中毒防止のため、下記の行為は厳禁とさせていただきます。
・生食に供する食品(刺身、すし等)・製造基準(規格基準等)を伴う食品製造行為・会場で肉や野菜、果物等を切る等の下処理行為
・大量の水を使用する調理行為(麺を生麺からゆでる等)・クリーム類の泡立て行為
(13)テント・タープなどの設置は禁止します。
※駐車場では着替えなどでエマージェンシーテントの使用、自転車の組立のスペース一時利用は問題ありませんが、
他の参加者の迷惑にならないよう、使用後はすみやかに撤去してください。
(14)走行中、キャラクターのポーズやガッツポーズなどは必ず周囲の安全を確認し、ふらつきや斜行が起きないように注意してください。
その行為が引き金となり他選手を落車させるなどした場合、即失格となります。
(15)コスプレで競技に参加される方は、安全に走行が可能かどうかを受付時にスタッフが確認いたします。
(16)競技中の無線使用は可能ですが、周囲の安全に十分配慮してください。無線機を落下させた場合失格とさせていただきます。
■リタイアについて
途中でリタイアされる方は近くの係員に申告してください。

医療体制・傷害保険について
医師1名、看護師1名が会場に待機しております。
AED（自動体外式除細動器）を備えております。
レース会場へ救急車が到着するまでの時間は、約10分です。
傷害保険の内容（東京海上日動火災保険）
通院2,000円、入院4,000円、死亡・後遺障害300万円
（傷害特約 手術時入院の10,20,40倍）
事故、落車による怪我などに関しては、主催者加入による傷害保険の範囲内
の補償となります。補償内容に不安がある方は、各自で保険に加入してくだ
さい。
（ご自身で保険に加入された場合は、必ず事前に補償内容・適応条件
等をご自身でご確認ください）
怪我をされた場合、大会終了後、すみやかに運営サポートまでご連絡くださ
い。
※保険申請手続き等の詳細につきましては、ご連絡いただきました際にご案
内します。
※ご不明な点は、大会事務局までご連絡ください。

免責事項
下記事項につきまして、あらかじめご了承をお願い申し上げます。
気象状況の悪化等の不可抗力の事由によりイベントの中止または内容変更が
あった場合、イベント参加のために要した諸経費(参加費を含む)の支払いはい
たしません。
また、イベント期間中に自らの用具の紛失または盗難に対しては、主催者の重
大な過失がある場合を除き、保障を行いません。
肖像権及び個人情報の取り扱い
肖像等を含む参加者の個人情報が、主催者が作成するウェブサイト、パンフレ
ット、広報物並びに情報メディアにおいて使用されることがあります。
主催者および主催者の許可を受けた企業が制作する印刷物・ビデオ等商業的
利用を行う場合があります。
大会参加に際して提供される個人情報は、本大会活動に関わる資料、競技結
果、報道、情報メディア、保険付保、事務連絡などに利用するものとし、これ以
外には利用いたしません。

