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◆ 開催日 2017年 10月８日（日) ※7日(土)に前日受付実施 

◆ 会 場 開成水辺スポーツ公園（住所：神奈川県足柄上郡開成町吉田島 2710） 

◆ 主 催 サイクルスポーツイベント実行委員会・（一社）ウィズスポ 

◆ 後 援 南足柄市、 開成町、 中井町教育委員会、 大井町教育委員会、 松田町教育委員会、 山北町教育委員会 

◆ 協 力 NPO法人湘南ベルマーレスポーツクラブ 
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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 10月８日(日) 5:00から大会WEB サイトで発表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 スケジュール                                      

受付注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

受付日：10月 7日(土) ⇒ 13:00～17:00 

      10月 8日(日) ⇒  5:30～7:30 

・お送りした「参加カード」を必ずお持ちください。 ※9/27(水)発送 

・お送りした「参加カード」同封の参加チェックシートを必ず記入してご提出ください。 

・受付では大会プログラム、ゼッケン等をお受取ください。 

・「参加カード」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。 

・「参加カード」をお持ちいただければ、代理の受付は可能です。 

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東京都新宿区若葉町 1－4 四谷弘研ビル 1F   

大会当日のみ：090-4666-9945 

目 次 

mailto:info@wizspo.jp
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▼10月 7日（土） 

13:00         駐車場 OPEN   

13:00～17:00  イベント前日受付 

 

▼10月８日（日） 

5:00         駐車場オープン   

【全グループ参加者】 

5:30～8:15 受付 ※受付可能時間が変更になりました。各グループスタート前 15分前までには受付を済ませてください。  

   6:20～   グループ A・注意事項アナウンス  ／  6:30～   グループ A・スタート 

   7:20～   グループ B・注意事項アナウンス  ／  7:30～   グループ B・スタート 

8:20～   グループ C・注意事項アナウンス  ／  8:30～   グループ C・スタート 

  15:30    最終エイドステーション制限時間  

17:00    ゴール制限時間 

 

 アクセス                                          

■会場までのアクセス 

 

会場『開成水辺スポーツ公園』 

〒258-0021 神奈川県足柄上郡開成町吉田島 2710  

TEL 0465-83-1331 ※木曜休園 

 

＜注意＞ 

大会当日「10月８日（日）」は、周辺道路の渋滞が予想されます。 

時間に余裕をもってお越しください。 

電車でお越しの場合 

□小田急小田原線「新松田駅」から ※徒歩 15分の距離 

小田急小田原線新松田駅北口の改札を出たら左手に進み、ロマンス通り商店街を

直進します。 

最初の信号を酒匂川方面へ左折します。 

松田郵便局を右手に見ながら直進し、十文字橋を渡ると橋の上から対岸左手に公

園のパークゴルフ場が見えてきます。 

お車でお越しの場合 

□東名高速道路「大井松田 I.C.」から ※車で約 10分 

大井松田 I.C.を出たら開成・南足柄方面へ、河原立体交差で JR御殿場線をくぐり「南足柄・開成」方面へ直進します。 

足柄大橋で酒匂川を渡ります。 

「吉田島」信号を右折したら、二つ目の信号を右折します。 

800m ほど先にある「開成スポーツ公園」の看板を右折します。 
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■駐車場 

 

▼駐車場スケジュール 

●7日（土）駐車場 

 13:00 駐車場オープン  17:00 駐車場クローズ 

※開成水辺スポーツ公園駐車場をご利用できます。 

●８日（日）駐車場 

 5:00 駐車場オープン   18:00 駐車場クローズ 

※開成水辺スポーツ公園駐車場はご利用できません。大会の指定駐車場をご利用ください。 

 

▼駐車場について(10月 8日(日)) 

会場から 3km圏内で指定の駐車場を用意しております。 

参加者全員にそれぞれ駐車場を割り振っておりますので、詳しくは別資料『駐車場案内』をご確認ください。 

※10月 8日(日)は、開成水辺スポーツ公園で「スポレクフェスティバル 2017」が同時開催されています。 

  開成水辺スポーツ公園駐車場はスポレクフェスティバル参加者用駐車場となりますので、 

  駐車しないよう宜しくお願いします。 

※7日（土）から８日（日）にかけての車の留置きはできませんので、ご理解のほどよろしくお願いします。 

※可能な限り、ご友人やご家族の方との乗り合わせでの来場を宜しくお願いします。 

 

 会場マップ                                         

▼開成水辺スポーツ公園 

 

※受付会場が 10月 7日(土)・10月 8 日(日)で異なりますのでご注意ください。 
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 コースマップ                                         

詳細は大会 WEB サイトをご確認ください。 

100km コース ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

※事前の掲載コースから、道路工事の関係でコース変更になっている箇所が 2箇所あり、コースが 3km短縮となりました。 

(4km 地点／33km地点)。 

  最新版コースを WEB に掲載しておりますので、ご確認ください。 

通過制限時間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

AS4丹沢湖無料駐車場 ＜１5：3０＞ 

１５：３０以降に丹沢湖無料駐車場エイドステーションへ到着された参加者は、収容車へ乗車していただきます。 

また、１５：３０時点で AS４丹沢湖無料駐車場に到着していない参加者についても、収容車に乗車していただきます。 

 

ゴール制限時間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

開成水辺スポーツ公園 ＜１７：００＞ 

ケガ・体調不良などを含む途中リタイアや、制限時間までにゴールできなかった参加者は、収容車へ乗車していただきます。 

※ゴール後は自由解散です。 
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65km コース ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

通過制限時間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

AS３丹沢湖無料駐車場 ＜１5：3０＞ 

１５：３０以降に丹沢湖無料駐車場エイドステーションへ到着された参加者は、収容車へ乗車していただきます。 

また、１５：３０時点で AS３丹沢湖無料駐車場に到着していない参加者についても、収容車に乗車していただきます。 

 

ゴール制限時間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

開成水辺スポーツ公園 ＜１７：００＞ 

ケガ・体調不良などを含む途中リタイアや、制限時間までにゴールできなかった参加者は、収容車へ乗車していただきます。 

※ゴール後は自由解散です。 
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 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。 

また、整備および検車済みであることの確認のため、会場での受付時に「参加チェックシート」を提出してください。「参加チェックシー

ト」は事前に郵送いたします、「参加カード」に同封しています。 

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。電動アシスト付自転車での参加も可能ですが、バッテリーの消耗にはご注意

ください。 

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．大会コースの全行程は一般公道の走行となりますので、道路交通法に基づく走行は勿論、法定部品であるライト、リフレクター、ベ

ルは装着してください。また、防寒具・雨具なども忘れずに携行してください。 

２．安全規格をクリアした自転車用ヘルメットとグローブの着用は必須です。ヘルメットが経年劣化やヒビ・キズがある場合は取り替えてく

ださい。 

３．ドリンクボトルを必ずお持ちください。各エイドステーションでの給水は、各自持参のボトルとなります。 

４．メカニックも走行しますが、万が一のパンク・トラブルに備え「予備チューブ」・「アーレンキー」等の準備をお勧めします。メカニックおよび

走行管理員からチューブ等提供する場合は、有料となります。 

５．自転車の整備・点検などは各自の責任で行ってください。 

６．直射日光やアスファルトの照り返しで、気温の上昇が想定されます。必ず日除け対策および水分補給用ボトルを用意すると共に、

天候状況によっては気温が非常に低くなることや降雨も予想されますので、身に着ける防寒衣服、雨具、手袋等を背負えるバッグ

等に入れて用意されることをお勧めします。 

７．エイドステーションなど、あらかじめ設定したサービス以外の利用は、参加者各自の負担となりますので、事前に準備してご参加くだ

さい。 

８．健康保険証のコピーを必ずお持ちください。 

９．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。 

※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。 
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■走行方法 

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

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、左側を一列で走行してください。 

４．自転車運転中は携帯電話を使用しないでください。 

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。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。 

９．長時間のサイクリングですので、必ず十分な水分とエネルギーを補給してください。 

１０．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。 

１１．必ず全てのエイドステーションに立ち寄ってください。 

１２．当日整列した順に約２０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．走行中に悪天候や自転車の故障、あるいはご自身の希望により自転車での走行を行わない場合は、収容車等（隊列最後尾を

走行）に乗車できますので、その場で係員が来るまでお待ちになり、申し出てください。 

２．事故・トラブル等を発見した場合は、係員へ伝えるか大会事務局へご連絡をお願いします。 

※本部連絡先は、受付でお配りするコース MAP に記載されています。 

３．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。 

また、走行中に車、参加者と接触した場合に関しては当事者間で解決をお願いします。 

４．参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。 

５．本大会は、順位やタイムを競う競技ではありません。また、特別な交通規制も行っていませんので、十分注意して走行してくださ

い。 

６．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。 

７．二人乗りはキャリアの有無に関係なく一切禁止します。 

８．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。 

９．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。 

１０．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。 

１１．万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．ゴミ等は各自持ち帰ってください。 
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 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（チャブ）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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 エイドステーション紹介                                         

地元の味と絶景が楽しめる 1 つの休憩ポイントと４つのエイドステーション！ 

エイドステーションからの風景や施設の紹介、そして周辺情報をご紹介します。 

 

●お水の提供 

全てのエイドステーションで「ミネラルウォーター」を提供します。 

原則ボトルに注ぐ形としますので、★マイボトル★は忘れずにお持ちください。 

 

▼【休憩ポイント】おんり～ゆ～ 

＜通過コース＞ 

100km：20km地点 

 65km ：通過無 

 

【湘南ゴールドエナジー、バナナ、ミネラルウォーター】 

最初のエイドステーションは南足柄市の大自然の中にある温泉施設「おんり～ゆ～」。 

ここでは、株式会社 UMEMARU Inc.様からご提供いただく湘南ゴールドエナジー、バナナを

振舞います。 

これからきついのぼりになりますので、エナジードリンクとバナナでしっかり栄養補給しましょう！ 

【湘南ゴールドエナジー紹介】 

神奈川県が開発した、 

幻のみかんと呼ばれる「湘南ゴールド」を使用したエナジードリンクが足柄ロングライドをサポートします！ 

湘南ゴールド果実の心地よい酸味とエナジー成分は多くのアスリートや競輪選手なども愛飲。 

足柄ロングライドで黄金の体験を。 

湘南ゴールドエナジーは、開成町のサイクルショップエンドウや小田原市のサイクルデイズ、他ローソン、駅の売店等で販売中！ 

お土産にも是非！ 

※提供量は参加人数によって調整となります。 

            

▼エイド 1：地蔵堂駐車場  

＜通過コース＞ 

100km：30km地点 

 65km ：通過無 

 

★提供品★ 

【金太郎まさカリーパン（南足柄市）、ミネラルウォーター】 

南足柄市の英雄・金太郎のマサカリにちなんで名づけられた、まさカリーパン。 

中身のカレーは箱根・富士屋ホテル総料理長の独自レシピで、足柄牛とゴ

ボウを使っているのが特徴です。 

まさか、まさかのまさカリーパンをご堪能ください！ 

 

 

 

http://only-you.sakura.ne.jp/wp/
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▼エイド 2：玄倉商店  

 

100km：52km地点 

 65km ：20km地点 

★提供品★ 

【足柄牛のコリコリ塩焼きそば（開成町）、ミネラルウォーター】 

地元の足柄牛のコリコリ焼きと黄色を強調した塩焼きそばをセットにしました。 

開成町のイベントでは常連の人気商品です！ 

「足柄牛とは？」 

丹沢の水と足柄の豊かな自然環境のもと、健康的に育まれた交雑種。仔牛から月齢 24～30 ヶ月で出荷するまで牧場一貫飼育を

実施している。足柄牛生産者推進協議会を設立し、勉強会や講習会、研修会を実施している。成長に合わせ餌は 5段階。地元産

のワラや牧草を粗飼料として、大麦、小麦、麦ぬかなどを中心とした配合飼料に特産品の足柄茶粉末を加えて与えている。肉質はきめ

細かくしっとりとしており、サシ（霜降り）が入るのが特徴。 

※WEB サイト：ぎゅうにく・ばんさん参照 

 

▼エイド 3：ウェルキャンプ 西丹沢  

＜通過コース＞ 

100km：64km地点 

 65km ：31km地点 

 

★提供品★ 

【足柄牛のおにぎり（開成町）、ミニトマト(湘南ポモロン)（中井町）、

ミネラルウォーター】 

地元の足柄牛を使用した名物おにぎりを最高標高地点で振舞います！ 

過去の開成町のイベントでも大好評！ 

大自然の中で、食べるお米は満足できること間違いなし。 

そして、 

中井町のトマト農家が作っている新鮮なミニトマト(湘南ポモロン)もあわ

せて提供いたします！ 

独特な形をした湘南ポモロンは神奈川県内でしか食べられませんのでお

楽しみに！ 

 

▼エイド 4：丹沢湖無料駐車場  

＜通過コース＞ 

100km：78km地点 

 65km ：45km地点 

 

★提供品★ 

【奴さん最中（松田町）、D52【でごに】饅頭（山北町）、足柄茶（あしがら地域）】 

AS4 は甘党にはたまらない AS になっています。 

和テイストの AS からは、丹沢湖を一望できるので、つかれきった体を糖分と景色で癒してください。 
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・奴さん最中：大名行列の主役「赤坂奴」をかたどった最中です。皮の中にはつぶあんがたっぷり詰まっています。 

・D52【でごに】饅頭：鉄道ファンに人気で、山北町の特産品にもなっている蒸気機関車「D52」のまんじゅう 

・足柄茶：足柄地域の代表したお茶です。 

霧深い気候と清らかな水に恵まれて育まれた足柄茶には豊かな香りと深いコクがあります。 

 

▼ゴール地点：開成水辺スポーツ公園  

★提供品★ 

【フェイジョアグミ（大井町）】 

ゴール後にはお隣の大井町特産果実「フェイジョア」のグミを振舞います。 

パイナップルのような独特な味わいなので、 

ゴール後にはぴったりの果物です！ご堪能ください！ 

 

 

完走記念品紹介                                                       

今回の完走記念品(参加記念品)は神奈川県開成町でとれたお米「きぬひかり」です。今回のコース

のメインビューポイントでもある丹沢湖から流れ出る透き通った天然水は、清流「酒匂川」を通って開

成町に染み渡り、栄養満点のお米を育みます。 

そんな贅沢なお米をお一人様 300g、あしがらロングライドデザインの透明なキューブ容器に入れてお

渡しします！ 

 

マルシェ・かいせいで買い物を楽しもう！                                         

スタート・ゴール地点となる開成水辺スポーツ公園では、地場産品を豊富に取り揃えたマルシェが

出展します！ 

採れたての野菜たちが皆様をゴールでお出迎え。 

是非会場に少しばかりの現金をお持ちください。 

おみやげにもぴったりなので、きっとご家族にも喜ばれますよ！！お楽しみに。 

 

出展                                                             

★アグレッシブデザイン (株)和光ケミカル ⇒ 製品展示 

アグレッシブデザインは(株)和光ケミカルが新たに立ち上げたアスリートのパフォーマンスアップをコンセプトとしたブラン

ドです。自信の持つパフォーマンスを最大限発揮するために使用する本物のアスリートたちと作り上げた製品を是

非ご体感ください。 

※出展時間調整中です。帰着時間に合わせた出展の可能性がございます。ご了承ください。 

 

★メカニックブース 「CYCLE SHOP ENDO(物販)・Triangle(メカニックサポート)」 

イベント当日 8日(日)に、メイン会場でメカニックブースが出展します！！物販はもちろん、メカニック対応もお願いできるので、走る前に

車体を確認したい方は是非メカニックブースにお立ち寄りください。 

※簡易的な調整は無料で承ります。 

※パーツ等を使用しての対応は有償サポートとなります。 

※ヘビートラブルの場合、作業工賃が発生します。 


