『富山湾岸サイクリング 2017』参加案内書
この度は、
『富山湾岸サイクリング2017』にお申込みいただき、ありがとうございます。
この大会は、富山湾が「世界で最も美しい湾クラブ」に加盟したことを記念して整備された『富
山湾岸サイクリングコース』を活用して開催される大会です。公道を利用して、富山湾岸の景色や
グルメを楽しむサイクリング大会で、タイムレースではありませんので、この案内書を必ずご一読
いただき、大会内容についてよくご理解いただいたうえでご参加ください。
【ご注意】
① 本大会では交通規制は行いませんので、交通規則とマナーを守り、譲り合いの気持ちをもって走行
しましょう。
② こまめに水分を補給し、エイドポイント以外でも、疲れたら休みましょう。体調がよくないときは、
折り返し地点でなくてもゴールへ引き返してください。
③ 悪天候の場合や早朝等には、気温が低くなることが予想されます。厚手のグローブやネックウォー
マーの着用など、各自防寒対策を行ってください。

【大会全体のスケジュール】
・大会前日 2017 年 4 月 22 日（土）
前日受付会場

『海の駅 蜃気楼』 魚津市村木定坊割 2500-2

時 刻
12:00
～17:00

内 容

前日受付 全コース

備 考
・前日受付は、スタート／ゴール会場の『海の駅 蜃気楼』です。
・当日受付は混雑が予想されるため、できるだけ前日に受付を済ませてください。
※会場では、11：00～17：00 に前日イベント「うまいもん市場」の開催を予定していますので、ぜひ
お越しください。（イベントの詳細は、後日、大会ホームページ等に掲載します。）

・大会当日 2017 年 4 月 23 日（日）
当日受付会場

『海の駅 蜃気楼』 魚津市村木定坊割 2500-2

時 刻

内 容

備 考

5：00
～6：00

チャンピオンコース 受付
ロングコース 受付

・当日受付は、スタート／ゴール会場の『海の駅 蜃気楼』です。
・受付後、スタッフの指示に従って集合、整列してください。

6：20

開会式

・ルートや注意事項等の説明を行います。チャンピオン、ロングコース参加者は、必ず参加してく
ださい。

6：30

チャンピオンコース スタート

（6：50 頃）

ロングコース スタート

・整列順に、順次スタートします。
※メイン会場周辺の渋滞を避けるため、小集団で間隔をあけてスタートしますので、スタッフの指
示に従ってください。

7：00
～7：40

ショートコース 受付
エンジョイコース 受付

・当日受付は、スタート／ゴール会場の『海の駅 蜃気楼』です。
・受付後、スタッフの指示に従って集合、整列してください。

7：50

出発式

・ルートや注意事項等の説明を行います。ショート、エンジョイコース参加者は、必ず参加してくだ
さい。

8：00
（8：20 頃）

ショートコース スタート
エンジョイコース スタート

・スタッフの指示に従って整列し、順次スタートします。
・エンジョイコースは班ごとに行動します。リーダーに従ってください。

17：30

全コース 最終者ゴール

・閉会式は行いません。各自ゴール後に完走証を受け取り、自由解散となります。

※ 受付時には、
「この参加案内書が送られてきたときの封筒（宛名の部分にエントリーナンバーが記載して
あります。
）
」と、同封の「参加誓約書（記入済みのもの）
」の提出が必要です。
※ 受付では、
「ゼッケン」
「安全ピン（ゼッケン装着用）
」
「大会パンフレット」
「大会記念品」
「プチグルメ氷
見 引換クーポン付きＭＡＰ（※事前申込者のみ）
」をお渡しします。

【駐車場について】
※ 大会駐車場は、参加コース別に指定されています。お車でお越しの方は、同封の「富山湾岸サイクリング
2017 駐車許可証」裏面の地図及び誘導員の指示に従って、指定の場所に駐車してください。
※ 駐車場にお越しの際は、同封の「富山湾岸サイクリング 2017 駐車許可証」をフロントガラス等の外から
見やすい場所に提示してください。
※ 駐車場は、大会当日の朝 4：00 からオープンしますので、夜間の利用、車中泊はできません。
※ 前日受付の際には、会場の「海の駅 蜃気楼」の駐車場をご利用いただけます。

【エイドについて】
※ 参加コースによってエイドポイントが異なりますので、ご注意ください。
※ エイドポイントへの立ち寄りは、下記スケジュールに記載された「エイド開設時間」内にお願いします。
（開設時間外は、準備・撤収作業等を行っており、補給食の提供は受けられません。
）
※ チャンピオン・ロングコース参加者で、オプション「プチグルメ氷見」に申し込まれた方は、
「引換クー
ポン付きＭＡＰ」
（受付時に配布）を必ず携帯して走行してください。クーポン付きＭＡＰを忘れた方は、
店舗でのグルメの提供が受けられません。
※ 「引換クーポン付き MAP」の再発行はできませんので、紛失や置き忘れにご注意ください。
【オプション「プチグルメ氷見」にお申し込みの皆様へ】
・
「プチグルメ氷見」では、立ち寄り店舗の異なる２つのコースをご案内しています。
（詳細は同封のパンプレット
をご確認ください。
）
・受付に「プチグルメ氷見」申込者専用ブースを設置しますので、担当スタッフにご希望のコースをお知らせくだ
さい。コース別のクーポンをお渡しします。
（クーポンは各コース 150 名分ずつご用意し、先着順にお渡ししま
すので、ご了承ください。
）
・氷見市に到着されたら、各自自転車で「引換クーポン付き MAP」に掲載された店舗を巡り、クーポンと引き換え
に各店の名物グルメをお楽しみください。
・また、氷見エイドでの補給食の提供も受けられますので、エイド開設時間内にご利用ください。

【コース別のスケジュール】
・チャンピオンコース (185.3ｋｍ) ※「プチグルメ氷見」の走行距離は除く
距離

内容
スタート 海の駅 蜃気楼

エイド開設時間

備考

(スタート 6：30)

32.2km

朝日エイド あいの風とやま鉄道越中宮崎駅前

7：30～8：40

70.2km

滑川エイド 道の駅ｳｪｰﾌﾞﾊﾟｰｸなめりかわ

8：45～11：00

82.2km

富山エイド ﾄﾞﾘｰﾑｽﾀｼﾞｱﾑとやま（富山競輪場）

7：15～11：30

※チャンピオン・ロングコース共通エイド

127.0km

氷見エイド
ひみ漁業交流館 魚々座

9：00～14：30

※チャンピオン・ロングコース共通エイド
（オプション プチグルメ氷見にお申し込みの方も、あわせて、エイド補給食
の提供も受けられます。）

153.1km
185.3km

オプション プチグルメ 氷見
氷見市内の指定の店舗
※事前申込者のみ

9：30～14：00

射水エイド 海老江公園

10：00～15：30

ゴール 海の駅 蜃気楼

(最終ゴール 17：30)

・オプション「プチグルメ 氷見」にお申し込みの方は、氷見市内の指定の店舗
を自転車で巡り、各店の名物グルメをお楽しみください。
・「プチグルメ 氷見」は、左記時間内であれば、氷見エイドでの休憩前または
休憩後のいずれのタイミングで立ち寄られても結構です。
※チャンピオン・ロングコース共通エイド
・出発制限 15：30
（制限時刻を経過しても出発されなかった場合、回収車に収容となります。）
・ゴールエイドあり

・ロングコース (124.0ｋｍ) ※「プチグルメ氷見」の走行距離は除く
距離

内 容
スタート 海の駅 蜃気楼

エイド開設時刻

備 考

(スタート 6：50 頃)

20.3km

富山エイド
ﾄﾞﾘｰﾑｽﾀｼﾞｱﾑとやま（富山競輪場）

7：15～11：30

46.1km

高岡エイド 伏木ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

8：00～10：30

65.1km

氷見エイド
ひみ漁業交流館 魚々座

9：00～14：30

オプション プチグルメ 氷見
氷見市内の指定の店舗
※事前申込者のみ

9：30～14：00

91.9km

射水エイド
海老江公園

10：00～15：30

124.0km

ゴール 海の駅 蜃気楼

・ﾛﾝｸﾞｺｰｽ参加者は、ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｺｰｽの全参加者スタート完了後にスタート
※チャンピオン・ロングコース共通エイド

※チャンピオン・ロングコース共通エイド
（オプション プチグルメ氷見にお申し込みの方も、あわせて、エイド補給食
の提供も受けられます。）
・オプション「プチグルメ 氷見」にお申し込みの方は、氷見市内の指定の店
舗を自転車で巡り、各店の名物グルメをお楽しみください。
・「プチグルメ 氷見」は、左記時間内であれば、氷見エイドでの休憩前また
は休憩後のいずれのタイミングで立ち寄られても結構です。
※チャンピオン・ロングコース共通エイド
・出発制限 15：30
（制限時刻を経過しても出発されなかった場合、回収車に収容となります。）

(最終ゴール 17：30)

・ゴールエイドあり

・ショートコース (67.0ｋｍ)
距離

内 容
スタート 海の駅 蜃気楼

エイド開設時刻

備 考

(スタート 8：00)

14.6km

入善深層水エイド 海洋深層水ﾊﾟｰｸ

8：15～10：00

32.2km

朝日エイド
あいの風とやま鉄道越中宮崎駅前

9：00～11：00
・希望者はエイドポイントに自転車を置いて、周辺の「入善ﾌﾗﾜｰﾛｰﾄﾞ」を散策
できます。（自転車ではﾌﾗﾜｰﾛｰﾄﾞ会場には入れません。）

45.8km

入善フラワーエイド
入善町中央公園

9：30～12：30

58.1km

黒部エイド 魚の駅 生地

10：00～13：00

67.0km

ゴール 海の駅 蜃気楼

(最終ゴール 17：30)

「入善ﾌﾗﾜｰﾛｰﾄﾞ」は、入善町内の畑一面に、約300万本の色とりどりのチュ
ーリップが咲き誇る絶景を楽しめる、毎年春に開催されるイベントです。
（入場無料）

・ゴールエイドあり

・エンジョイコース (48.6ｋｍ)
距離

内 容

到着目安時刻

備 考

スタート 海の駅 蜃気楼

8：20

・ｴﾝｼﾞｮｲｺｰｽ参加者は、ｼｮｰﾄｺｰｽの全参加者スタート完了後にスタート

15.7km

入善深層水エイド 海洋深層水ﾊﾟｰｸ

9：30

・休憩時間 10 分程度

20.4km

入善沢スギエイド 杉沢の沢スギ

10：20

・沢スギ見学 15 分程度

28.5km

YKK センターパーク

10：50

・施設内見学 30 分程度

30.4km

黒部エイド 魚の駅 生地

11：30

・休憩時間 20 分程度
・希望者は、休憩後に生地まち歩きを行います。（所要時間30分程度、ｶﾞｲﾄﾞ付き）
・まち歩きに参加されない方は、そのまま休憩していただいても結構です。

42.3km

尾崎かまぼこ

13：10

・工場見学等 30 分程度

45.4km

ミラージュランド

14：00

・休憩＋観覧車へ乗車 30 分程度

48.6km

ゴール 海の駅 蜃気楼

14：40

・ゴールエイドあり

※ エンジョイコースは、他のコースとは異なり、25 人程度のグループに分かれて集団で走行します。
（その
ため、エイド開設時刻等は特に設定していません。
）
※ 各グループには参加者を先導するスタッフ（リーダー）が同行しますので、走行中は必ずリーダーの指示
に従ってください。リーダーを追い越したり、むやみに立ち止まったり、グループの隊列を乱すような行
動を取らないよう注意してください。
※ 上記スケジュールのとおり、当日は散策や施設見学等も行いますので、歩きやすいシューズを着用してご
参加ください。

【荷物の一時預かり】
※
※
※
※

大会当日の 5：00～8：00 の間、受付テントにて荷物の一時預かりを行います。
預かり時にお渡しするタグにゼッケン番号と氏名を記入し、預けたい荷物にくくり付けてください。
お預かりした荷物の返却は、ゴール後となりますので、ご注意ください。
貴重品はお預かりできません。各自で管理してください。

【リタイア、事故等】
※ リタイアを希望する場合は、お近くの大会スタッフに申し出てください。近くにスタッフが見当たらない
場合、または体調不良等により回収車でのピックアップを希望される場合は、大会本部にご連絡ください。
（TEL：070-2250-2946）
※ 万一事故等が発生した場合には、負傷者の救護へのご協力、及びお近くのスタッフまたは大会本部へのご
報告をお願いします。

【大会の取りやめ、短縮、中断】
※ 気象条件や災害、事故の発生等により本大会の開催を取りやめ、短縮または中断することがあります。
※ 大会の開催決定は当日 4：00 に、その他の情報は随時、Web サイト、Facebook、Twitter でお知らせします。

【傷害保険】
保険の種類

補償額

死亡保険

300 万円

後遺障害保険

300 万円

入院保険

入院日額 2,500 円

手術保険

なし

通院保険

通院日額 1,500 円

※さらに必要であれば、参加者ご自身で別途加入してください。

【大会本部連絡先】
富山湾岸サイクリング実行委員会

☎０７０－２２５０－２９４６

世界で最も美しい湾クラブ

～エンジョイ！“湾ダフル”ライド～

【大会規則】
1. 本大会について
・本大会は、競技会ではありません。富山湾とその周辺の自然と景観を、思い思いのペースで楽しみながら走るサイクリ
ングイベントです。
・交通規制はしません。交通ルールおよびこの大会規則を守り、安全に走行してください。

2. 自転車について
・あらかじめ整備した自転車で参加してください。
・法令で義務付けられているフロントライト、テールライト（またはリフレクター）
、ベルは、必ず取り付けて走行してく
ださい。
・エアロバー（DH バー、TT バー等）を装備した自転車、およびリカンベントは参加できません。
・大会主催者の許可なくタンデム（二人乗り用自転車）の走行はできません。
3. 装備について
・安全に自転車走行ができる服装で参加してください。
・安全のため、ヘルメット（皮・布製や、あご紐の無いものは禁止）
、およびグローブ（軍手可）は、必ず着用してくださ
い。
・雨具、工具、スペアチューブ、その他必要なものを用意してください。
4. 走行上のルールについて
・左側を一列で走行し、一時停止場所、赤信号では確実に停止してください。
・前走者とは適度に距離を保って走行してください。
・前走者を追い越す場合は、後方確認の上、右から声をかけながら追い越してください。
・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。
・最先頭の走行リーダーを追い越さないでください。
・サポート車両による伴走は禁止します。
5. 開会式について
・コースの変更点や走行に関する注意事項を説明しますので、必ず参加してください。

6. エイドについて
・エイドに飲料水、補給食などが用意されていますが、完走するために必要な量をすべて提供するものではありません。
各自で持参されることをお勧めします。
・各エイドの対応時間は決まっています。それ以外の時間は対応できません。
7. 出発制限時刻について
・参加者全員が予定の時刻までにゴールできるよう、エイドに出発制限時刻を設けます。
・出発制限時刻を過ぎた場合は、折り返し（ショートカット）または収容車によるピックアップとします。
8. 大会の取りやめ、短縮または中断について
・気象条件や災害、事故等のため本大会の開催を取りやめ、短縮または中断することがあります。
・大会が取りやめ、短縮または中断となっても、参加費は返却しません。
9. 未成年者の参加について
・未成年者の参加申し込みには、保護者の承諾が必要です。
・小学生が参加する場合は、保護者も参加申し込みを行って一緒に走行してください。
10. その他
・大会中は、スタッフの指示に従ってください。
・リタイアする場合は、スタッフに必ず申告してください。
・交通事故などのトラブルが発生した場合は、直ちにスタッフに連絡してください。当事者の場合は、現場にて警察等の
指示に従ってください。
・大会として傷害保険に加入しますが、参加者の補償には限度があります。さらに必要であれば参加者自身で別途加入し
てください。
・万が一に備え、健康保険証を持参してください。
・ごみは各自で持ち帰ってください。
・自転車、ヘルメット、ウェア、その他所持品の破損または盗難等については、主催者において一切の責任を負いません。
・この大会は取材され一般に公開されます。

