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◆ 開催日 2017 年 11 月 19 日（日) 
◆ 会 場 安城産業文化公園デンパーク（愛知県安城市赤松町梶 1） 
◆ 主 催 安城市 
◆ 協 ⼒ 安城市エコサイクルシティ実⾏委員会
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◆ 大会開催可否について 
大会は⾬天決⾏です。荒天等の諸事情による開催中⽌の場合のみ、 
大会当日 11 月 19 日(日) 6:00 から大会 WEB サイトで発表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この度は「サイクルフェス in 安城 2017」にお申込いただき誠に有難うございます。 

必ずこの「参加案内書」の全文を事前によく読んでご参加ください。 

 

★サイクリング参加の４つの約束★  

１．交通法規を守って走行します！ ＜一般道では必ず信号・交通法規を遵守して走行します＞ 

２．左側一列で走行します！ ＜並列走行はしません。左側一列走行を遵守します＞ 

３．安全な速度で走行します！ ＜スピードの出し過ぎや無理な走行、競い合うこともしません＞ 

４．走行中に携帯電話は操作しません！ ＜携帯電話の操作は必ず自転車を止めてから行います＞ 

※上記「4 つの約束」を遵守いただき、イベントの安全な運営にご協力ください。 

 

参加案内書 

＜大会事務局＞ 
ウィズスポ事務局（ルーツ・スポーツ・ジャパン内） 

 TEL：03-3354-2300（平日 10:00〜17:30）  E-MAIL：info@wizspo.jp 

〒160-0011 東京都新宿区若葉 1－4 四谷弘研ビル 1F   

大会当日のみ：090-4666-9945 
※サイクリング時の緊急連絡先の電話番号は下記コースマップの記載のものをご確認ください。 

目 次 
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 アクセス                                           

会場『安城産業文化公園デンパーク』  【住所】愛知県安城市赤松町梶 1 

＜電車＞ 

・名古屋駅から--ＪＲ東海道本線で--22 分（新快速）「安城駅」下車 

・豊橋駅から--ＪＲ東海道本線で--25 分（新快速）「安城駅」下車 

・三河安城駅（新幹線停車駅）から--ＪＲ東海道本線で--5 分「安城駅」下車 

 

＜バス＞ 

・ＪＲ「安城駅」から 

あんくるバス「循環線(0番系統／右回り・左回り)」で「安城更生病院」下車。 

「安城更生病院」から「南部線／桜井西線」で「デンパーク」下車 （200 円） 

 

＜タクシーで＞ 

・ＪＲ「安城駅」から--5ｋｍ（約 15 分）--1900 円前後 

・ＪＲ・新幹線「三河安城駅」から--6ｋｍ（約 15 分）--2000 円前後 

・名鉄「新安城駅」から--8ｋｍ（約 30 分）--3000 円前後 

 

＜車＞ 

・国道 23 号知立バイパス和泉（いずみ）*インターから--5 分 

・東名高速道路 岡崎 IC・豊田 IC から--45 分 

・中部国際空港（セントレア）から--約 1 時間（セントレアライン「阿久比」IC を出て衣浦大橋を通り県道 47 号線へ） 

 

 

 

＜駐車場＞ 

安城産業文化公園デンパーク第 4駐車場をご利用ください。（駐車料金：無料）  
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 スケジュール                                      

＜３０km サイクリング＞ 

７：００ 会場 OPEN 

７：００～８：００ 受付 

８：１５～８：３０ 整列・開会式・注意事項説明 

８：３０ スタート 

＜ファミリーサイクリング＞ 

８：００～９：００ 受付 

９：１５～９：３０ 整列・注意事項説明 

９：３０ スタート 

１４：３０ サイクリング制限時間（両コース共通） 

 

 会場マップ （デンパーク）                                       

 

※サイクリングにご参加の方にはサイクリング終了後に「デンパーク」入場券をお渡しします。 

※試乗ブースの開始は「10:30～」を予定しています。 

 

 

 

 

 

 

【受付での注意事項】 

・お送りした「参加はがき」を必ずお持ちください。  

※11/7(火)発送 

・お送りした「参加はがき」裏面の参加チェックシートを必 

ず記入してご提出ください。 

・受付ではゼッケン等をお受取ください。 

・「参加はがき」に記載された番号と同封されているゼッケ 

ンが同一か必ず確認してください。 
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 コースマップ                                         
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 ルール・注意事項                                         

■ヘルメットシールとゼッケンの取付け 

受付時に「ヘルメットシール」と「ゼッケン」をお渡しします。 

【ヘルメットシール】 

ヘルメットの前面に番号が見える形で貼り付けをお願いします。 

【ゼッケン】 

安全ピンを同封して１枚お渡しします。後ろから確認できるように腰辺りに取り付けてください。バックを背負う場

合はバックに取り付けて、必ず視認できるようにお願いします。 

 

■車両規定 

１．参加者は、各自、使用する自転車が車両規定に適合していることを確認し、本大会で安全に走行ができるよう所 

定のチェックリストに基づき整備および検車して参加ください。 

２．参加可能車両は、前後にブレーキを備えた一人乗り用自転車とします。 

（無人・貨物用であっても、トレーラーを牽引しての出走は禁止します。） 

３．リカンベント、ピスト（固定ギヤ）、タンデム自転車での参加は禁止します。 

４．なお、前後のブレーキが装備されたフリーハブを装備したシングルギア車での参加は可能です。 

５．軽快車（いわゆるママチャリ）での参加も可能です。大会までに十分整備をしてください。メカニックには取扱 

いパーツがない場合もあります。 

６．DH バーやクリップオンハンドルは禁止します。ただし、フラットバーハンドルのバーエンドは装備可能です。 

 

■装備・服装について 

１．グローブとヘルメットの着用を義務付けます。（ウレタン素材の簡易ヘルメット「カスク」は不可） 

２．パンク等の故障が発生した場合に備え、「アーレンキー」や「スペアチューブ」の携行を推奨します。 

３．健康保険証のコピーを必ずお持ちください。 

４．視界や手足の動作が十分確保できないような過度なコスプレなど、安全な自転車走行に支障を生じる恐れがある 

服装での参加はご遠慮ください。 

５．大会当日は気温が低くなることも予想されます。防寒対策も忘れずにお願いします。 

※大会の安全な運営に支障がある、または、参加者ご自身の安全の確保ができないと主催者が判断した場合は 

参加をご遠慮いただく場合があります。 

６．（耳をふさぐ）イヤホンを装着しての参加は禁止です。 

 

■走行方法 

１．コースは道路規制を行っていない一般道を使用しています。必ず信号・交通法規を遵守して走行してください。  

 ※一部道路規制を行います。（矢作川道路） 

２．一時停止場所では確実に停止してください。 

３．集団走行を避け、左側一列走行を遵守してください。並列走行は禁止です。 

４．自転車運転中は携帯電話を操作しないでください。自転車を降りてから携帯電話を操作してください。 

５．自転車同士の車間距離を十分にあけて走行してください。 

６．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。 

７．その他、交通事故を誘発するような危険な走行は絶対にしないでください。 

８．本大会はスピードを競い合うレースではありません。スピードの出し過ぎや無理な走行は絶対におやめください。 
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９．危険な走行をする参加者を発見した場合、サイクリングを中止させていただきます。 

１０．長い距離のサイクリング大会ではないですが、必ず十分な水分とエネルギーを補給してください。 

１１．エイドステーション、横断歩道や歩道においては、歩行者を最優先し、自転車横断帯のある横断歩道は、横断

帯を通行してください。 

１２．当日整列した順に約２０名～３０名単位のグループでスタートします。 

  

■その他の注意事項 

１．事故を発見した場合は、係員へ伝えるか本部へご連絡をお願いします。本部の連絡先は、受付時にお渡しするコ

ースマップに記載します。 

２．スタート・ゴール会場、サイクリング中の自転車等、私物の管理は各自の責任で行ってください。大会主催者お

よび大会関係者は一切責任を負いません。 

３．参加者各自でお寄りになる施設での経費は、ご自身の負担になります。 

４．本大会は、順位やタイムを競う競技ではありません。各自十分注意して走行してください。 

５．警察官・交通指導員・係員の指示には絶対に従ってください。 

６．二人乗りはキャリアの有無に関係なく一切禁止です。 

７．自転車や付属品等の管理は、各自の責任で管理してください。万一、盗難や破損などが発生した場合であっても、 

主催者は責任を負いません。 

８．集合場所までの万が一の事故・傷害、解散後の万が一の事故・傷害に関する治療費等の経費は、全て本人の負担

となります。 

９．天候等の事情により、ルートの変更・縮小やイベントを中止にする場合があります。 

１０．ゴミ等は各自持ち帰ってください。 

１１．参加者は万全の体調で大会に臨めるよう最大限の配慮をし、大会当日の体調が思わしくない場合には、参加に 

ついて適切な対応や慎重な判断をお願いします。 

１２．一般車両との接触等は通常の事故と同様に当事者間での協議となります。 

 保険について                                          

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。） 

 
■補償内容  
【死亡、後遺障害】最高 300 万円 
【入院（日額）】3,000 円 ※限度日数 180 日 
【通院（日額）】2,000 円 ※限度日数 180 日 
 
■補償される特定疾患  

急性虚血性心疾患（いわゆる心筋梗塞）、急性心不全等の急性心疾患、くも膜下出血、脳内出血等の急性脳疾患、
熱中症（日射病および熱射病等）、低体温症、脱水症など 
※自転車の破損・紛失・盗難等は保険対象外となりますので予めご了承ください。 

 
■保険会社  
Chubb 損害保険株式会社 

 
■保険の詳細についてのお問合せ先  
Chubb 損害保険㈱代理店 （有）ワイコーポレーション 045-664-3070（平日 9:00～17:00） 

 
■もしケガをしてしまったら・・・  
→大会終了後、すみやかに大会事務局までご連絡ください。 
【大会事務局】 電話：03-3354-2300（平日 10:00～17:30） 
※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。 
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 大会 MC、ゲスト                                           

▼スペシャルゲスト：SKE48 ラブ・クレッシェンド 

スペシャルゲストとして『SKE48 ラブ・クレシェンド」より北川綾巴さん、江籠裕奈さん、小畑優奈さんにお越しし

ただきます！ 

 

▼ゲスト：小林成基さん 

衆議院議員公設秘書、政策担当秘書、大臣秘書官として 20 年間活動。退職後、自転車の活用推進を唱え、NPO 自転車

活用推進研究会知事長兼事務局長として、自転車名人の選出や講演など様々な活動を行っていま

す。 

 

 

 

▼ゲスト：おかっぴさん 

自転車イベントの MC としてお馴染み。MC、執筆を中心に、テレビ、ラジオ、雑

誌、イベントなどで活動中。“おかっぴ”こと岡村周治の超絶 MTB トライアルシ

ョーをステージイベントで行います！また、ファイミリーサイクリングの方向け

の「安全な自転車乗り方教室」をエイドステーションにて実施します！ 

 

 

 

▼ゲスト：愛三工業レーシング 早川朋宏 選手 

地元愛知を拠点に活動し、UCI アジアツアーを主な舞台として活躍する国内屈指のプ ロ自転車チ

ーム「愛三工業レーシング」から早川朋宏選手にお越しいただきます！ 

 

 

 

 

 

 

▼MC：絹代さん 

自転車イベントの MC としてお馴染み。MC、執筆を中心に、テレビ、ラジオ、雑誌、イベントなど

で活動中。自転車を使用したフィットネスや、美容、健康管理の提案、さらに多岐にわたる自転車

の楽しみ方の紹介など、自転車の普及活動や、時には自転車イベントの企画スタッフも務める。 
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 イベント情報                                           

▼ステージイベント 

○自転車トークショー<時間：12:30～12:55> 

小林成基さん、愛三工業レーシング 早川選手、絹代さんによる自転車トークショーで

す。自転車の楽しさや、自転車に乗るときに気をつけることなどをお話いただきます。 

 

 

○MTB パフォーマンスショー<時間：13:00～13:30> 

“おかっぴ”こと岡村周治の超絶 MTB トライアルショー！ 

MTB（マウンテンバイク）を体の一部のように操り、障害物をぴょんぴょん飛び交う妙

技は必見！思わず息をのむ大ジャンプに注目！ 

 

 

○SKE48 ラブ・クレシェンド スペシャルトークショー<時間：14:00～14:30> 

地元愛知県のアイドル「SKE48 ラブ・クレシェンド」北川綾巴さん、 

江籠裕奈さん、小畑優奈さんによるスペシャルトークショーです！ 

 

 

 

 

 

○じゃんけん大会<時間：14:40～15:00> 

豪華賞品があたるじゃんけん大会！目玉はスポーツバイク！ 

その他自転車関連グッズや安城市特産品などをご用意しています。 

どなたでもご参加いただけます！ 

 

 

▼自転車試乗会 

普段はなかなか試乗する機会が少ない最新モデルのスポーツバイクを体験試乗！公道を使用したコースで、お好きな自

転車に思う存分試し乗りしてみてください。 

※参加費無料  

【時間：10:30～15:00】 

 


