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GOODSMILE RACING
公式アカウント

第６回 GSRカップ 周回速報

第６回 GSRカップ 公式サイト

ゼッケン位置 ヘルメットの被り方

・選手交代の際は【降車ライン】で自転車から降りてください。
  【交代エリア】で選手交代をしていただき、【乗車ライン】で
  自転車に乗ってください。
・ピットロードは追い越し禁止です。
・ピット内に自転車は置かないでください。

ヘルメットはあご紐が緩まないようにし、
おでこが出ないように被りましょう。

背面腰上の中央の位置へ付けてください。

注意事項

服装規定 ( 競技参加者のみ )

肖像権及び個人情報の取り扱い

免責事項

競技受付
表彰等 3・4時間の部 7時間の部 クリテリウム

6:00

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

6:00 ゲートオープン

競技説明・スタートセレモニー8:20

3 時間の部
・男女
・エンジョイ
・女子
・ソロ
・70 周チャレンジ

7 時間の部
・男女
・女子
・ソロ

4 時間の部
・男女
・女子
・ソロ
・90 周チャレンジ

7 時間の部
・男女
・女子
・ソロ

※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。

8: 30 スタート

11: 30

8: 30 スタート

クリテリウム男子
11: 45 スタート
クリテリウム女子
12:15 スタート

ゴール11: 30 ゴール

17:15

13:15 スタート 13:15 スタート

15:00 記録証発行15:00 記録証発行

18:00 記録証発行 18:00 記録証発行

ゴール 17:15 ゴール

7: 30～8 :00 試走

12: 45～13:00 試走

6:30 受付開始

13 :45～
表彰式（第1部）

17:45～ 表彰式（第2部）

12 :30 記念撮影

8:10 整列開始
2 0 1 7 . 0 4 . 2 3

■イベント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。■暴力団、その他反社会的団体構

成員・関係者、泥酔者、並びに本大会の雰囲気にそぐわない方の会場への立ち入りを固く禁じます。■ピット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。■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。■主催者に無断でスピーカーを用いての音出しは禁止とします。■手荷

物はお客様ご自身の責任において管理していただきますようお願いします。■違法駐車、及び近隣住民への迷惑となる行為は絶対

におやめください。■駐車場を含むサーキット場内は、指定されたエリアを除きバーベキューなど火気の使用および調理は厳禁で

す。■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が、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、左記の行為は厳禁

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

■アニメ、漫画、ゲームなどのコンテンツやキャラクター、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の着用、グッ

ズ類を身につける、コスプレ、仮装のいずれかを行うこと。■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、

参加者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。■コスプレ衣装およびサイクリングジャージは、安全性の理由によりノースリー

ブを禁止します。※コスプレ衣装がノースリーブの場合は「肌色のウェア」を着用必須とします。■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。■公序良俗に反する衣装、過激な性表現や暴力シーンを描写した衣装での参加はご遠

慮ください。■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。主催者、

競技運営者が服装を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。■マスクやその他の装飾を被る

際は、被らない場合と同等の視界を確保してください。■視界が確保されていない場合は、視界が確保されるまでは走行を中止し

ていただきます。■競技に支障をきたすと審判が判断したものについては、注意或いは失格とする場合があります。

■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。■会場内外で発生した事故、事件、盗難、負傷等について、主催者は一切責任を負いません。参加者間のトラブルに関しても、

主催者はその協議等、問題解決には一切関与致しません。あらかじめご了承下さい。■撮影については、他の参加選手の気分を

害する様な撮影が確認された場合、一切のデータを消去するとともに本大会における資格を失格いたしますのでご了承ください。

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。

原則として雨天決行ですが、台風や地震などの天災、または天変地異により中止・変更する場合があります。

その場合、イベント参加のために要した諸経費の支払い、参加費の返金はいたしません。

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。

良い被り方 良い被り方 悪い被り方 悪い被り方

ピット周辺のご注意とお願い

ゼッケン

レース中にチームメンバーや仲間の順位、ラップタイムをチェック
する事ができます。下記アドレス、または二次元バーコードからア
クセスしてください。なお、速報データとなっているため、順位や
タイムは修正になる場合がございます。

ピットクローズ 17:00

ピットクローズ 11:15

クリテリウム男子
11: 15～11:30
競技受付･招集開始

9:00
無料フードコーナー
※12 時まで競技参加者
を対象にしたチケット
交換制

※受付後、試走を行います

クリテリウム女子
11: 45～12:00
競技受付･招集開始

計測用アンクルバンド取付方法

１．配布された計測チップのナンバーがご自分のゼッケンナンバーと合致してい
るかご確認ください。
２．計測チップ（アンクルバンド）はシルバーの面を外側（黄色面を内側）にし
て左右どちらかの足首に巻きつけて走行します。足首以外には装着しないでくだ
さい。
※手首やバイク本体に巻いたり、ポケットなどに入れると反応しない恐れがあり
ます。
３．計測チップ（アンクルバンド）は手に持って振り回したり、投げたりしない
でください。落下して記録が計測できなくなることがあります。
４．次のライダーに交代するときはこのアンクルバンドを外して渡します。

アンクルバンド式の計測チップをお渡しします。
ライダーの足首に巻きつけて使用しますので、下記の注意時
以降をよくお確かめください。

注意事項
・出場されない方は、直ちに計測チップドをご返却く
ださい。・計測チップを装着しないでフィニッシュし
た場合、記録・順位ともにつきません。・途中棄権さ
れる方は、必ずアンクルバンドを係員に返却してくだ
さい。・計測チップは計測終了後、規定の場所に必ず
ご返却ください。・未返却・故意による紛失の場合は
実費ご請求させていただきます。

記録用計測センサーの取付方法
フロントフォーク固定式の計測チップセット(計測チップ×1個、
インシュロック×1本)をお渡しします。

１．配布された計測チップのナンバーがご自分のゼッケン番号と合致しているか
お確かめください。
２．クイック(車軸）から15cm程度上部に緩衝材を内側にしてフロントフォーク
にあてます。
３．同梱したインシュロックでしっかりと固定します。走行中に外れることのな
いよう、手で動かして　　確認してください。
４．インシュロックの余分な部分が気になる方はハサミやニッパーでカットして
ください。

ステージ
・表彰式
・ステージイベント
・無料フード

ピット出口

管理棟
交代エリア

降車ライン
※自転車から
　降りてください

プール

※天候やその他都合により会場レイアウトや内容が変更になる場合があります。

A……… Y's Road 池袋店
B……… GSRGear
C……… GSR公式ショップ
D……… esr-magnesia
E……… オンヨネ
F ……… のらいも工房
G……… Zwift
H……… Dell
I ……… LAKE
J……… KASOKU
……… サンボルト
……… ろんぐらいだぁす！
K……… amisports
L ……… ロングライダース
M……… ライフログ LifeLog
N……… 石虎堂
O……… FUCHS SILKOLENE
P……… 千葉けいりん（千葉サイクルクラブ）
Q……… WAKO'S

メーカーブース

記念撮影ゾーン
12:30から

集合写真を撮影します

メーカーブースメーカーブース

大会本部・救護

セルフ BBQ エリア

・ゴミは必ず各自で
　お持ち帰りください。
・木炭の燃え残りは所定の
　灰捨てBOXに捨ててください。

9:00～16:00

計測チップ

乗車ライン

バイクラック

ピットエリア
※自転車持込み禁止

ピットエリア
※自転車持込み禁止

バイクラック

バイクラック

エンジョイエリア
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