参加者の皆様へ最終の御案内
■会場図

は、テックブース。

■受付について
■競技受付
競技受付では、チーム種⽬は代表者が受付を⾏ってください。また、個⼈種⽬は参加者⾃⾝が
受付を⾏ってください。競技受付では、受理証と引き換えに、エンデューロ種⽬はゼッケンと
計測チップを、タイムトライアルとクリテリウム参加者にはヘルメットナンバーシールを配布
します。
尚、タイムトライアルとクリテリウム参加者には、招集時に計測チップを配布いたします。

■⾞両チェックシート

受付

ホームページの⾞輌検査（⾞検）を参考に、ショップチェックかセルフチェックの要領で
チェックを⾏い、チェックシートに必要事項を記⼊して、提出してください。
受付でチェックシートを受理されると、⾞検証としてステッカーを配布します。ステッカーは
シートポストの右側に必ず貼ってください。
当⽇は混雑が予想されますので、記載漏れがないように、事前に準備して来てください。
※ステッカーが貼られていない場合、コースを⾛ることが出来ません。

■複数エントリー

受付

複数競技にエントリーしている参加者は、各競技で使⽤するゼッケンとヘルメットナンバー
シール・バイクナンバーシールをまとめて配布します。
競技受付と同様に、受理証と引き換えに配布物を渡しますので、競技受付までお越し下さい。
注意①：複数競技受付では、計測チップは配布しません。計測チップは競技受付にて配布しま
すので、ゼッケンを提⽰して競技受付で計測チップを受け取ってください。
複数エントリー

受付では、6時間エンデューロ･3時間エンデューロAM ソロの計測チップを

ゼッケンと⼀緒に配布します。
複数エントリー

受付では、同時に⾞両チェックシートの受付も⾏います。⾞両チェックシー

トを持参ください。

■配布物について
エンデューロ

競技受付

個⼈種⽬
3時間ＰＭ

タイム

エンジョイ

トライアル

クリテリウム

エントリー

×

×

○

○

○

○

×

×

○

○

○
○

○

○

○

○

○

チーム単位

チーム単位

ソロ

ソロ

チーム単位

招集時

招集時

6時間

3時間ＡＭ

ゼッケン

○

○

○

バイクナンバーシール

○

○

ヘルメットナンバーシール

×

フードチケット
計測チップ

複数

⾞両チェックシート

（TT･ｸﾘﾃﾘｳﾑ）

○
○
（6･3時間ソロ）
複数ｴﾝﾄﾘｰ

ステッカー

受付

受付にて配布

■スケジュール
時間

内容

06:00

駐⾞場

オープン

06:30

⼊場チケット販売開始
⼊場ゲート

07:00

オープン

タイムトライアル

競技･⾞両チェックシート 受付開始

複数競技エントリー

競技･⾞両チェックシート 受付開始

07:30

エンデューロ（6時間･3時間ＡＭ）

07:40

タイムトライアル

試⾛開始

07:55

タイムトライアル

試⾛終了→招集開始（計測チップ配布）

08:00

オープニングセレモニー

08:15

タイムトライアル

08:50

エンデューロ（6時間･3時間ＡＭ）

試⾛開始

09:05

エンデューロ（6時間･3時間ＡＭ）

試⾛終了→整列開始

09:15

エンデューロ（6時間･3時間ＡＭ）

スタート

10:00
12:00
12:15

12:25

競技･⾞両チェックシート 受付開始

競技開始（⼥⼦からゼッケンナンバー順にスタート）

表彰式 第1部（対象はタイムトライアル⼊賞者）
エンデューロ（3時間ＰＭエンジョイ）

競技･⾞両チェックシート 受付開始

エンデューロ（6時間･3時間ＡＭ）

ピットクローズ

エンデューロ（6時間･3時間ＡＭ）

競技終了

クリテリウム

試⾛開始（コースクリア次第、試⾛を開始します）

クリテリウム

試⾛終了

クリテリウム

全種⽬計測チップ配布

12:40

クリテリウム⼥⼦4周

スタート（スタート5分前に招集）

13:00

クリテリウム男⼦4周 ビギナー

13:20

クリテリウム男⼦6周 チャンピオン

13:35

参加者全員で、『記念撮影』

13:50

エンデューロ（6時間･3時間ＰＭエンジョイ）

試⾛開始

14:05

エンデューロ（6時間･3時間ＰＭエンジョイ）

試⾛終了→整列開始

14:15

エンデューロ（6時間･3時間ＰＭエンジョイ）

スタート

15:00

表彰式 第2部（対象はエンデューロＡＭ･クリテリウム⼊賞者）

16:15

エンデューロ3時間ＰＭエンジョイ

17:00

エンデューロ（6時間･3時間ＰＭエンジョイ）

ピットクローズ

17:15

エンデューロ（6時間･3時間ＰＭエンジョイ）

競技終了

17:45

表彰式 第3部（6時間･3時間ＰＭエンジョイ）

18:30

全イベント

スタート（スタート5分前に招集）
スタート（スタート5分前に招集）

場内/フードアトラクション 終了

終了
注）第1部、第2部の表彰に参加できない⽅は、第3部開催時に表彰します。

＜レースの前にやる事＞

① ⾃転⾞をバイクラックに掛ける
注１）バイクラック１台に最低5台はかけられます。出来るだけ詰めて使⽤してください。

② 競技受付･⾞両チェックシート受付を⾏う
【当⽇速やかに競技受付を⾏うために】
１、参加受理証を⼿元に⽤意して、競技受付にお越しください。
２、受付時間を確認して、早めに受付を⾏ってください。
３、チーム種⽬の受付には代表者が受付にお越しください。
【⾞両チェックシートの提出をスムーズに⾏うために】
１、⾃転⾞を持って列に並ばないでください。
２、ホームページの「競技⾞両検査（⾞検）」を参考に、⾞両チェックシートを完成させてか
らお越しください。完成しないで列に並んでしまうと、貴重な時間が無駄になります。

③ ゼッケンを着ける

④ バイクナンバーシールを貼る

⑤ 試⾛を⾏う

⑥ 整列（招集）する

⑦ 競技スタート！

■⾞両チェックシート

複数エントリーの⽅は、
最初の種⽬のゼッケンナ
ンバーを記⼊してくださ
い。

a

C

B

は、ショップでもセ
ルフでも記⼊できます。
必ず記⼊してください。

は、必ず最寄りの
ショップかテックブース
で署名をもらってくださ
い。

B

C

■ヘルメットナンバーシール
タイムトライアル･クリテリウムは、ゼッ
ケンではなくヘルメットナンバーシールを、
ヘルメット正⾯と左側にシールを貼ってく
ださい。

向
⽅
進⾏

■バイクナンバーシール

【注意】
バイクナンバーシール
やステッカーをシート
ポストに貼る場合は、
数字が⾒やすい様に縦
⻑にして貼ってくださ
い。

【バイクナンバーシールについて】
受付で配布しているバイクナンバーカードを使って、シートポストに取付けてみま
しょう。専⽤ステーを⽤意しておけば、スムーズに取付けられます。
※カードを使⽤しない場合は、シートポスト左側の⾒やすい場所に貼ってください。
【 要注意 ：出⾛可能な⾞両の証】
チェックシート受付で、チェックシートと引き換えにステッカーを配布致します。ス
テッカーは出⾛可能な⾞両の⽬印となりますので、バイクナンバーカードの右側か、
シートポストの右側に貼ってください。
ステッカーが貼っていない⾞両については、出⾛をお断りします。

注意事項
【共通事項】
・本イベントにて競技に出⾛される参加者については、⼤会前に改めて⼤会ホームページの
「⼤会のご案内」「競技について」「競技⾞両検査（⾞検）」
を確認の上、安全に⾛⾏で切る様に⼼掛けてください。
・本イベントで⾏う競技は、タイムトライアル以外の種⽬は巡航⾛⾏をキープレフト厳守、
追い抜きは右側から⾏う事を厳守してください。
⾞両チェックシートを提出してください。
・各種⽬の受付時間は招集･整列の１０分前に終了いたします。
・招集･整列については、誘導スタッフがサインボードを持って誘導しますので、誘導にした
がってください。
・コース中で洛⾞･メカトラブルなどで⾛⾏できなくなった場合、コースの外に出て巡回する
サポートライダーに声を掛けてください。
※ピットに戻るためにコースを横切る･逆⾛する等の⾏為は絶対に⾏わないでください。
・コースを⾛れる⾃転⾞は、⾞両チェックシートと引き換えに配布するステッカーが貼って
ある⾞両のみです。
最初に参加される競技の前に、必要事項を記⼊の上、⾞両チェックシート受付に⾞両チェ
ックシートを提出してください。
引き換えに渡されるステッカーを所定の場所に貼ってから⾛⾏してください。

【エンデューロ競技について】
・エンデューロ種⽬チームで参加する場合は、代表者が受理証を持参の上、本部の競技受付
までお越しください。計測チップとゼッケンを配布いたします。
・3時間エンデューロＰＭエンジョイの部の受付は10時からといたします。
・複数のエンデューロ種⽬に参加される⽅は、「複数エントリー」の受付にてゼッケンのみ
配布いたします。
※6･3時間エンデューロソロ男⼦・⼥⼦に参加された⽅は、「複数エントリー」の受付にて
計測チップを配布します。
・複数のエンデューロ種⽬（6時間･3時間等）にエントリーされた⽅は、ゼッケンナンバーに
合わせて配布された計測チップのみを装着して競技を⾏ってください。複数の計測チップ
を持って出⾛した場合は、対象チームを失格といたします。
（計測チップに合わせてゼッケンは必ず付け換えてください）
・チーム男⼥の種⽬は、第１⾛者は必ず⼥性が出⾛してください。審判が確認を⾏い
ますので、会場図の整列場所に必ず整列してください。
・ピットロード及びピットロード⼊⼝は追い越し禁⽌！
（コース内をカラーコーンで区切ります）
・エンデューロのライダー交代は、降⾞ラインの⼿前で必ず⾃転⾞から降りて、交代エリア
内で計測チップ（アンクルバンド）の交換を⾏ってください。また、交代後は乗⾞ライン
を過ぎるまでは⼿で押して移動し、乗⾞ラインを越えてから⾃転⾞に乗⾞してください。
・3時間エンデューロＰＭエンジョイチームには、
「エンジョイレース

チャレンジミッションシート」を配布します。

【タイムトライアル･クリテリウム競技について】
・タイムトライアルとクリテリウムは、ヘルメットナンバーシールを使⽤します。
⾐装でヘルメットナンバーシールを貼る事の出きない⽅は、事前に⼤会ホームページの
”お問い合わせ”

より、お問い合わせください。

（”お問い合わせ詳細”に、必ずゼッケンナンバーを⼊⼒して問い合わせ内容を⼊⼒ください。
・タイムトライアル競技でのＴＴバイク及びＤＨバー等の使⽤を禁⽌します。
（⾞両規定遵守）
・タイムトライアル及びクリテリウム競技は、⼥⼦からスタートします。
・計測チップ配布場所及び招集場所は、エンデューロ交代エリアとします。
・試⾛終了後はエンデューロ交代エリアにて計測チップを配布を⾏います。スタートの早い
⼥⼦から順に計測チップを配りますので、計測チップを取付けた上で審判に招集されたら
スタート地点に移動してください。
（※ヘルメットナンバーシールを必ずヘルメットに貼り、他の種⽬のゼッケン･計測チップは
絶対に付けないでください）
・ゴール地点は下り坂となりますが、⼿を放してのゴールは危険⾏為とみなし、失格とする
場合があります。

参加者全員が楽しめる、
安全 で 快適 なサイクルイベントの開催に、
ご協⼒をお願い致します。
運営スタッフ⼀同

