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◆ 開催日 2019年 10月 20（日) ヒルクライム ／ 19日（土）前日受付・ステージ 

◆ 会 場 富士山樹空の森（住所：静岡県 御殿場市 印野 1380-15） 

◆ 主 催 一般社団法人ルーツ・スポーツ・ジャパン

◆ 共 催 御殿場市 

◆ 後 援 静岡県、富士宮市、富士市、裾野市 

◆ 特別協力 スルガ銀行 
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◆ イベント開催可否について 

イベントは雨天決行です。荒天等の諸事情による開催中止の場合のみ、 

イベント当日 10月 20日(日) 4:30 から公式WEB サイトで発表します。 

 

 

 

 

 

 

参加案内書 

＜事務局＞ 

ツール・ド・ニッポン事務局（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 

【前日・当日のお問合せ】 090-4666-9945 

 

目 次 

mailto:info@wizspo.jp
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受付注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

【前日受付】10月 19日（土）13:00～16:30 

 【当日受付】10月 20日（日）5:00～6:00 

・お送りした「参加はがき」を必ずお持ちください。（参加はがきは、お申込み時にご登録いただいた住所にお送りしています） 

・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。 

・受付では荷物預け袋・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。 

・「参加はがき」をお持ちいただければ、代理の受付は可能です。 

※お申込み時に選択した受付日から変更になっても事務局へのご連絡は不要です。直接、受付窓口までお越しください。

※下山用の荷物預けは 19日（土）に受付した場合でも、20日（日）に預けることが可能です。 

10月 19日（土) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

13:00 駐車場 OPEN 

13:00～16:30 前日受付 / 下山用荷物預け 

17:30 駐車場 CLOSE 

 

 

 

 

10月 20日（日) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

4:30   駐車場 OPEN 

5:00   当日受付 / 下山用荷物預け 開始 

5:30   スタート整列 開始 

6:00   当日受付 / 下山用荷物預け 終了 

6:15   ライダーズ MTG 

 

6:30   パレード走行スタート（全 15 グループ 4分間隔でスタート） 

9:50   第１関門（12.0km地点） 【水ヶ塚駐車場】 

9:50   ショートコースゴール関門（12.0km地点）【水ヶ塚駐車場】 

10:45  第２関門（21.9km地点） 【七曲駐車場】 

11:20  ゴール関門（27.1km地点）【富士宮口五合目】 

 

9:00～12:00 下山スタート（下山準備が出来た順にグループ毎） 

           ※下山の詳細スケジュールは P8参照 

 

11:30～12:30 表彰式（富士山樹空の森） 

17:30  駐車場 CLOSE 

※予定につき、スケジュールは変更になる場合がございます。 

スケジュール 

▼ステージ 

13:30～ 大迫力の和太鼓演奏「富岳太鼓」① 

14:30～ 開会のご挨拶  

14:40～ 大迫力の和太鼓演奏「富岳太鼓」② 

15:00～ トークショー 

（ゲスト：田代泰崇さん・篠さん・望月美和子さん・ 

tom’s cycling さん） 

15:30～ プレゼント抽選会 

16:30～ 大迫力の和太鼓演奏「富岳太鼓」③ 

▼パレード走行スタート時間 

6:30 ①グループ 

6:34 ②グループ 

6:38 ③グループ 

6:42 ④グループ 

6:46 ⑤グループ 

6:50 ⑥グループ 

6:54 ⑦グループ 

6:58 ⑧グループ 

7:02 ⑨グループ 

7:06 ⑩グループ 

7:10 ⑪グループ 

7:14 ⑫グループ 

7:18 ⑬グループ 

7:22 ⑭グループ 

7:26 ⑮グループ 

★ご自身のグループは 

「参加はがき」をご確認ください。 
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会場までのアクセス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

【会場】 富士山樹空の森 

〒412-0008 静岡県御殿場市印野 1380-15  TEL 0550-80-3776 

 

お車でお越しの場合 

□東名高速道路「御殿場 I.C.」より車で約 20分 

□東名高速道路「裾野 I.C.」より車で約 25分 

 

電車・バスでお越しの場合 

□JR御殿場線「御殿場駅」 より「印野本村」行きバスで約 20分 「富士山樹空の森」下車 

 

駐車場・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

駐車証は不要です。スタッフの誘導に従って駐車してください。 

 

▼駐車場スケジュール 

●10月 19日（土）駐車場 「丸尾駐車場」  会場まで 0.5km       

13:00 駐車場オープン   17:30 駐車場クローズ 

●10月 20日（日）駐車場 「高塚駐車場」  会場まで 1.8km 

  4:30 駐車場オープン   17:30 駐車場クローズ 

 

▼駐車場場所 

駐車場場所については右記 QR コード、または下記 URL よりご確認ください。 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?hl=ja&mid=1rSrtvoBAF57uU5Mtj3JzmUATvCRJIPln&

ll=35.29482570450883%2C138.8795403484453&z=15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アクセス・駐車場案内 

▼参加者駐車場 QR コード 

10月 20日(日) 

高塚駐車場 

10月 19日(土) 

丸尾駐車場 

富士山樹空の森 
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【スタート移動区間】 距離 5.9km / 標高差 124m / 平均勾配１％ / 獲得標高(上り)128m / 獲得標高(下り)73m 

【関門時間】 第１関門 9:50 (12.0km地点) / 第２関門 10:45 (21.9km地点) / ゴール関門 11:20 (27.1km地点) 

＜ルートラボ（フルコース）＞   ＜ルートラボ（ショートコース）＞ 

 

 

 

 

 

メイン会場（富士山樹空の森）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

コース・会場 MAP 

スタート移動区間 5.9km 

▼スタート方法 

・計測ライン前で止まらずにスタートラインを走る 

抜ける「ローリングスタート」方式です。 

・スタートラインをこえてから、フィニッシュラインを通過

するまでのタイムを計測します 

第 1関門 

第２関門 

水 

水 

水 
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【フルコース】 ゴール地点（富士宮口五合目）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

【ショートコース】 ゴール地点（水ヶ塚駐車場）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

●観戦について 

【観戦場所】 

ゴール地点「富士宮口五合目」またはショートコースゴール

地点の「水ヶ塚駐車場」で観戦することができます。 

【観戦方法】 

イベントで用意する「観戦バス」はございません。 

ご自身の車でのご移動を下記の通りお願いします。 

 

▼ゴール地点への移動（交通規制前） 

＜富士宮口五合目＞ 

「6:15 まで」に指定の駐車スペースへ駐車してください。

（ゴール先頭が到着する8:30頃から五合目レストハウス

がオープンします） 

＜水ヶ塚駐車場＞ 

「6:00 まで」に会場内駐車スペースへ自由に駐車してく

ださい。（ゴール先頭が到着する 8:30 頃から森の駅富

士山がオープンします） 

※上記時間までに到着できない場合は交通規制のため

進入することができません。 

 

▼ゴール地点からの移動（交通規制後） 

＜富士宮口五合目＞ 

「11:30」に交通規制が解除されますので、駐車場から

出入りができます。 

＜水ヶ塚駐車場＞ 

「10:00」に交通規制が解除されますので、駐車場から

出入りができます。 
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 重要注意事項                                                                      

◆参加における注意事項 

1. 代理出走は禁止します。代理出走のお手続きはエントリー期間中で終了しております。予めご了承ください。 

2. イベントスケジュールおよびコースは、諸事情により変更することがあります。予めご了承ください。 

3. 参加者にとって「ゼッケン」（受付で引き換え）は、「富士山ヒルクライム」の参加者であることを証明するものとなります。各自管理を

して紛失などしないようにしてください。 

4. 下山用の手荷物のお預かりは行いますが、受付での貴重品の荷物のお預かりは行いません。貴重品は各自で管理をお願いしま

す。 

5．忘れ物は事務局で一時保管しますが、イベント終了後 30日を過ぎても連絡がない場合は処分いたしますのでご了承ください。 

6．持ち込まれたゴミは必ずお持ち帰りください。 

7．敷地内は禁煙となっております。喫煙は所定の喫煙エリアでお願いします。（P.４「会場 MAP」参照） 

8．健康管理に細心の注意を払い、主催者が設けた全ての規約、規則、指示に従ってください。 

9. 参加者はイベントの安全な開催・円滑な進行に努め、主催者・管理者並びに参加者・関係者の誹謗・中傷を行ってはなりません。 

 受付                                                                                                 

【前日受付】10月 19日（土）13:00～16:30 ※荷物預けも同じ時間です 

【当日受付】10月 20日（日）5:00～6:00 ※荷物預けも同じ時間です 

・お送りした「参加はがき」を必ずお持ちください。（参加はがきは、お申込み時にご登録いただいた住所にお送りしています） 

・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。 

・受付では荷物預け袋・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。 

・「参加はがき」をお持ちいただければ、代理の受付は可能です。 

※お申込み時に選択した受付日から変更になっても事務局へのご連絡は不要です。直接、受付窓口までお越しください。

 

■受付時にお渡しする配布物              

〇計測タグ（フロントフォーク着用） 

〇ゼッケン（右脇「横向」に着用） 

〇ヘルメットシール（前方に貼付） 

〇参加キット 

〇下山用荷物預け袋・シール 

 下山用荷物預け                                                                      

【下山用荷物預け】10月 19日（土）13:00～16:30 ※受付も同じ時間です 

【下山用荷物預け】10月 20日（日）5:00～6:00 ※受付も同じ時間です 

＜手順１＞受付時に受け取った「下山用荷物預け袋」と「荷物預け用シール」を取り出す。 

＜手順２＞ゴール地点で受け取る下山用荷物を袋に入れて「荷物預け用シール」を貼り付ける。 

＜手順３＞口を縛って「荷物預け所」へ預ける。（MAP P.4参照） 

※下山用の荷物預けは 19日（土）に受付した場合でも、20日（日）に預けることが可能です。 

必ず参加者全員がこのガイドラインをお読みください。参加される皆さまが、 

当日の流れ、注意事項をしっかりとご理解いただくことが、円滑な運営につながります。 

ご協力よろしくお願いします。 

出走ガイド 

↓ 計測タグ                   ↓ゼッケン 
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◆注意事項 

・お預かりした荷物は「ゴール地点」で返却いたします。（フルコース：富士宮口五合目、ショートコース：水ヶ塚駐車場） 

・ゴール会場はスタート地点より気温が約 10℃低く、下山中もかなり寒くなると予想されます。十分な防寒対策をお預けください。 

・指ありのグローブを必ずご準備ください。 

・20日（日）6:00 に荷物預けを締切ます。荷物のトラックがゴール地点へ移動しますので 6:00以降は預けることができません。 

・荷物預け袋のサイズは縦 80cm×横 65cm です。（45 リットル） 

 集合・パレード走行～スタートまで                                                   

■5:30～6:15 【整列】 

6:15 までにスタート整列場所（P.4「会場 MAP」参照）へ指定のグループ毎に集合してください。 

スタート整列した状態で「開会式・ライダーズミーティング」を行います。 

※各参加者の該当グループ（①～⑮）は「ゼッケン」に記載されています。 

※受付時に申告のあったゴール予測タイムの早い順に①グループから振り分けています。ショートコースは全員グループ⑮です。 

 

■6:15～6:30 【開会式・ライダーズミーティング】 

ライダーズミーティングではパレード走行からスタートまでの流れ及びレース中の注意事項などを説明します。 

６:１５までには必ず整列し、開会式・ライダーズミーティングをお聞きください。 

 

■6:30～ 【パレード走行スタート】 

・「メイン会場」から「計測開始地点」までは約 5.9km です（P.4「コース MAP」参照） 

・「計測開始地点」を通過すると、そのままスタートになりますので、パレード走行区間ウォーミングアップを兼ね、スタートに備えてください。 

・トイレはパレード走行前にお済ませください。 

・必ずヘルメットとグローブを着用してスタートしてください。着用していない場合は出走できません。 

 

◆注意事項 

・「パレード走行区間」は交通規制を行っておりません。交通法規を遵守し、左側一列を守って走行してください。 

・前方の参加者にトラブルが無い限り、原則として、前の参加者は追い抜かないようにしてください。 

・先導スタッフを追抜かすことは禁止します。スピードを出しすぎず、安全に走行してください。 

・会場付近は交通規制を行っていません。ウォーミングアップは車両・一般歩行者の迷惑となるのでご遠慮ください。 

 タイム計測                                                                 

■タイム計測開始地点のスタート方式について 

★パレード走行からの『ローリングスタート』方式を採用します。 

・パレード走行スタート後、計測開始地点では停止をせずに、そのまま走り抜ける方式です。 

・計測開始地点ではグループごとの一斉スタートではなく、それぞれのタイミングで計測開始地点を通過し、順次スタートとなります。 

 

■タイム計測方式について 

★『ネットタイム方式』を採用いたします。 

・ネットタイム方式とは各参加者が「スタートラインを超えてから、フィニッシュラインを通過するまでのタイム。」 

・計測開始地点のスタートラインを越えたタイミングで、各参加者の計測を開始いたします。パレード走行区間のタイム差（タイム計測

開始地点に到着するまでの時間の差）は最終の競技結果に影響せず、計測区間のみの競技結果となります。 

・ゴール地点での「着順」と、「実際の順位」は異なります。 
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■関門時間 

9:50   第１関門 / ショートコースゴール関門（12.0km地点） 【水ヶ塚駐車場】 

10:45  第２関門（21.9km地点） 【七曲駐車場】 

11:20  ゴール関門（27.1km地点）【富士宮口五合目】 

・関門に間に合わない場合は、最後尾の収容車が後ろから順番に収容します。収容車が来るまでは基本的に走行を続けることができ

ます。 

・収容された参加者の荷物は原則各コースのゴール地点で返却をします。その方の体調によっては運営車両に乗って下山していただく

場合があります。 

 レース中注意事項                                                                   

１．他の参加者を押したり、走路を横切るなどの危険走行をしてはいけません。そのような妨害行為をした参加者を発見した場合、失

格となることがあります。 

2．追い越し、追い抜きは原則右側から行い、遅い参加者は左側を走行してください。（キープレフト） 

追い越し、追い抜きをする際は、追い越し、追い抜きされる参加者に必ず声をかけてください。気持ちのよい声がけを心がけましょう。

（パレード走行区間の追い越し、追い抜きは、原則禁止です） 

3. センターラインを越えての右側走行は禁止します。 

特に右コーナーを走行する際はセンターラインに寄りすぎないように注意してください。後方からの選手の追い抜きや、反対車線では下山

する参加者が走行しています。 

4．参加者は、追い抜いた自転車の前方コースに入る場合は、約 3ｍ以上先行してからコースに入ってください。 

5．参加者は、レース中に主催者および救護スタッフからレースの中止を命じられた場合、直ちにレースを中止してください。 

6．参加者は万一重大な事故、緊急を要する事態が発生した場合、イベント運営スタッフの指示に従うと共に、安全な状況の確保に

努めてください。 

■給水ポイントについて 

・コース上には、３箇所に給水ポイントを設置しています。（P.4「コース MAP」参照） 

・給水ポイントで止まるときは、後方確認をして合図を出すなど安全に止まってください。 

■リタイアについて 

・競技中、何らかのトラブルによりコース途中でリタイアする場合は、コース上の係員に申し出てください。 

・原則、最後尾に走行している回収車でゴール地点まであがり、預けた荷物を受取ってください。 

 ゴール後 荷物受取り～下山まで                                                                 

■ゴール後の流れ 

１．ゴール後は係員の誘導に従い、預けた荷物を受取ってください。 「下山用荷物」につけた「荷物預け用シール」と各自の「ゼッケ

ン」を照合して係員が返却します。 

２．荷物を受取ったら五合目レストハウスの先まで移動して駐輪してください。 

３．防寒着を着るなど下山の準備をしてください。 

★★五合目レストハウス入口に「おしるこ」（ショートコースは水ヶ塚駐車場でコーンスープ）を用意しておりますのでぜひお召し上がりください★★ 

４．下山の準備を整えて下山集合場所へお集まりください。（P.5「ゴール地点 MAP」参照） 

５．下記の下山スケジュールのいずれかで下山をしてください。各グループ約 50 ずつ並んだ順にスタートします。 

※下山する参加者が多い時間帯は次の下山スタート時刻までお待ちいただく場合があります。予めご了承ください。 

■下山スケジュール ※予定につき変更する場合があります 

【下山１】9:00～／【下山２】9:10～／【下山３】9:20～／【下山４】9:30～／【下山５】9:40～／【下山６】9:50～／ 

【下山７】10:00～／ 【下山８】10:10～／【下山９】10:20～／【下山 10】10:30～／【下山 11】10:40～／ 
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【下山 12】10:50～／ 【下山 13】11:00～／【下山 1４】11:10～／【下山 15】11:20～／【下山 16】11:30～／ 

【下山 17】11:40～／【下山 18】11:50～／【下山 19】12:00～／【下山 20】12:10～ 

■【ショートコース】下山スケジュール 

・ショートコース参加者全員がゴールしてから、全員で１グループになって下山を行います。 

・下山の集合時間、スタート時間は状況に応じてスタッフからアナウンス致します。 

■下山時の走行方法について 

★メイン会場「富士山樹空の森」まで約 33kmの下山となります。（ショートコースは約 18km） 

★下山途中の約半分「水ヶ塚駐車場の 300m先」で下山の休憩ポイントを設けます。約 2分程度。スタッフの誘導に従い必ず停

止して休憩してください。 

★パレード走行区間は封鎖されていません。（P.4「コース MAP」参照） 

★10:00以降は「高鉢ゲート～計測スタートライン」まで封鎖が解除されています。（P.4「コース MAP」参照） 

★11:30以降は「ゴール地点～高鉢ゲート」まで封鎖が解除されています。（P.4「コース MAP」参照） 

◆注意事項 

・前述の通り封鎖が解除されている中で下山を行います。左側１列を遵守して下山をしてください。 

・各グループには、先導自転車が帯同します。下山時は先導自転車を追い抜かないように走行し、当該スタッフ 

の指示は厳守してください。 

・ガードレールはありますが、ガードレールの低いところや急カーブ、側溝がある箇所もあります。十分注意してください。 

・当日の状況によっては、下山時刻・グループ数を変更する場合があります。 

・危険防止のため、必ず下山グループの隊列で下山をします。個人で下山することは禁止します。 

・下山中に停車する場合、ハンドサインや声かけにより、必ず周囲の人へ停車する意志を伝え、安全に停車してく 

ださい。 

・ゴール関門が 11:20 となりますので、その時間帯の反対車線では競技中の参加者が走行しています。アウトインアウトのような走行は

絶対にせず、左側１列を遵守してください。 

・12:10 に下山スタートできない場合、および防寒着が不十分な場合は最後尾に走行するバスに乗車していただきます。 

 下山後                                                                   

■計測タグの返却 / 「記録証」「完走記念メダル」の受取り 

１．「メイン会場」に到着後、記録証窓口へ必ずお立ち寄りください。 

２．計測タグと引き換えに「記録証」とゴールタイムに応じた「完走記念メダル」をお渡しします。 

※計測タグを紛失した場合は、実費（11,000円）をお支払いいただますのでご注意ください。 

■リザルト （競技結果） 

・レース終了後、「速報」をメイン会場の「ステージ付近」に掲示します。 

・スマホでゴール後すぐに記録が確認できる「記録速報サービス」も実施します。公式WEB サイトでご案内します。 

・正式な記録は、イベント終了後 1週間以内にイベントWEB サイトに掲載します。 

・フルコース（27.1km）のリザルトには、ショートコースゴール地点（12.0km）の中間記録も計測されています。 

■完走記念メダル  ※ショートコースには完走記念メダルがございませんので予めご了承ください。 

完走タイムに応じて、富士山ヒルクライムオリジナルの「完走記念メダル」を贈呈します。 

＜金メダル＞ １時間 25分以内 

＜銀メダル＞ １時間 40分以内 

＜銅メダル＞ １時間 55分以内 

＜水色メダル＞２時間 20分以内 

＜緑メダル＞ 完走 
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 表彰式                                                                    

★上位入賞 各カテゴリー６位まで 

・アナウンスやリザルト（競技結果）を確認し、表彰対象者は表彰式 10分前（11:20）までに「ステージ脇」にお集まりください。 

 大会後・その他                                                                   

■忘れ物について  

忘れ物は事務局で一時保管しますが、イベント終了後 30 日を過ぎても連絡がない場合は処分いたします。 

 

■オールスポーツコミュニティから当日の写真サービスのお知らせ 

 

イベント当日、オールスポーツのプロカメラマンが皆様を撮影いたします！ 

写真は、後日インターネットで閲覧・購入することができます。 

 

■ツール・ド・ニッポンポイントランキングについて 

2019年より様々なシーンでポイントが獲得できる新しい「ツール・ド・ニッポンポイントサービス」が始まりました。 

 

LINE アカウントの登録で「スタンプカード」を即時発行！ 

「スタンプカード」でポイントを貯めると到達ポイントに応じてシリーズオリジナ

ル特典がもらえます。 

 

◎ポイントの貯め方（例）：イベント中「SNS で写真を投稿」、イベント終了後「上位入賞」「アンケート回答」 

 

▼詳細はこちら 

※登録方法・ポイントの獲得方法については、受付にてお問い合わせください。 

 

 

 

保険について                                                                 

■主催者加入の保険適応範囲  

レース時間（試走を含む）の接触・落車などで、イベント参加者以外の介入のない事故による怪我  

【以下は主催者加入の保険適用外となります】 

・車・歩行者・観戦者等のイベント参加者以外の第 3者との接触などがあった場合  

・レース時間（試走を含む）以外の会場外での事故（会場への移動等）  

・自転車（フレーム・各種パーツ）や付属品の破損・紛失・盗難等  

【注意事項】  

・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。） 

・自身の過失による相手方の怪我・自転車や付属品の破損については、当事者間で処理をしてください。危害を被っ た場合も同様に

当事者間で処理をしてください。 
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■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 

■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・・・  

→イベント終了後、すみやかに事務局までご連絡ください。 

【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、事務局までご連絡ください。 

※原則、お怪我をされた方から事務局へご連絡ください。すべての事象を事務局で把握することはできませんので事務局からはご連絡

いたしません。あらかじめご了承ください。 

 

 

 

 

 

イベント開催に伴う交通規制のお知らせ 
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■ゲスト情報 

▼田代恭崇さん           

          

▼篠さん 

 

▼望月美和子さん 

 

▼tom’s cycling さん 

 

 

▼MC：キッコさん 

 

 

 

イベント情報 

リンケージサイクリング株式会社代表・ アテネオリンピックロードレースプレイヤー 

大学サイクリング部で自転車ロードレースを始め、卒業後プロに転身。10 年間チームブリヂストンアンカーに所属し、ヨーロッパプロレー

スや全日本選手権等多くの優勝を飾る。04年アテネ五輪日本代表。07年で選手を引退し、08年ブリヂストンサイクル株式会社に

入社。13 年“世界一過酷” なアマチュアサイクリストの祭典 “オートルート・アルプス” で日本人初完走を果たす。14 年サイクリング

ガイドツアー、サイクリングイベント、スクール、コーチを行うリンケージサイクリング株式会社を創業。19 年一般社団法人日本サイクリン

グガイド協会理事に就任。全国でサイクルツーリズム関連の講師を務める。 

山好きの女性サイクリスト。 

2018年 箱根ヒルクライム優勝、Mt.富士ヒルクライム 年代別カテゴリ 3位など主にヒルクライムレースで活躍中。 

サイクルウェアブランド『ASSOS』、バイクブランド『LAPIERRE』のアンバサダーを務める。 

伊豆市 2020東京オリンピック PR映像モデル。 

Twitter:@shino_138 ／ Instagram:@shino_138 ／ ブログ:https://shinorz.hatenablog.com 

静岡県静岡市出身。『Liv』 のアンバサダー。 

愛知県の自転車ショップでフルタイムで働きながら、 

ヒルクライムレースを中心にロードレース・シクロクロス・MTB様々なレースにも参戦。 

2018年Mt.富士ヒルクライム 女子選抜クラス  優勝 

2019年 JBCF西日本ロードクラシック広島大会 優勝 

夫（TOMI さん)と嫁（YOPI さん）のご夫婦で自転車関連の動画を YouTube で配信している tom’s cycling さんが 

大会公式サポーターとしての参加が決定しました！ 

事前の情報発信や当日の盛り上げにご協力いただきます。 

▼tom’s cycling youtube チャンネル 

https://www.youtube.com/channel/UCKs7A-fcH7MaBR_U8XamhTg 

 ▼tom’s cycling Instagram 

https://www.instagram.com/toms_cycling/?hl=ja 

Sports MC キッコ(Sports MC Team REAL) 

多くのジャンルでマイクをもつスポーツ MC キッコ。ツアーオブジャパンの富士山ステージのゴール MC や、東京ステージのスタート

MC、MTB国内シリーズ Coupe du Japon などのMC としても活躍している。明るく軽快なトークで会場を盛り上げます。 

https://twitter.com/shino_138?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/shino_138/?hl=ja
https://shinorz.hatenablog.com/
https://www.youtube.com/channel/UCKs7A-fcH7MaBR_U8XamhTg
https://www.instagram.com/toms_cycling/?hl=ja
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■ステージ （前日 10月 19日・土） 

▼大迫力の和太鼓演奏「富岳太鼓」（13:30～/14:40～/16:30～） 

富岳太鼓の「富岳」とは、富士山の別名であり、その名の通り、演奏する曲の総てが富士

山にまつわる神話、民話、自然をテーマとしたものであり、富岳太鼓代表、山内強嗣の手に

よるメロディーを奏でる楽器を一切使わない、打楽器だけにこだわったオリジナルの創作太鼓

です。 

 

 

▼トークショー（15:00～） 

【ゲスト：田代泰崇さん、篠さん、望月美和子さん、tom’s cycling さん】 

ゲストによる「ヒルクライム講座」を開催！コースの紹介やヒルクライムの走り方のポイント、翌日の大会に役立つ貴重なお話し盛りだくさん

でお届けします。コースの試走もしているので的確なコース攻略ポイントもお話しいただきます！ 

▼プレゼント抽選会（15:30～） 

御殿場市自慢のおみやげ品や出展各社からご提供の商品が当たる「じゃんけん大会」を開催します！ 

 

■ブース情報 

 自転車関連     

① パールイズミ 【パールイズミ】（サイクルウェア・アクセサリー） 

② ニタカ 【スポコラ SPEED3X / スポコラ JOINTER / スポコラ Gazelle / wox酸素水】（サプリメント） 

③ カルモア 【GENTZ】（警音器ベル） 

④ プロキダイ 【AIRFIT】（貼る心拍センサーパッド） 

⑤ RGT エンタープライズ 【Q36.5 / Solestar / NRC】（サイクルウェア / インソール / サングラス） 

⑥ キルシュベルク 【LAKE】（サイクルシューズ） 

⑦ 近藤機械製作所 【GOKISO】（ホイール） 

 

 飲食・その他     

① 御殿場ベーカリー「ビケット」（パン） 

② 東京 2020 オリンピック・パラリンピックブース 【御殿場市】 

 

■ 下山後ふるまい「みくりやそば」 （メイン会場：富士山樹空の森） 

 

冷えた体にはうれしいおそばを用意してお待ちしています。 

御殿場地方では、古くから祝い事の際などに、客人への御馳走料理として手づくりのおそばを出す習

慣があります。そばのつなぎに「山芋」や「自然薯」を使うのが特徴で、のどごしの良さと素朴な味わい

が自慢のおそばです。 

※ゴール地点の富士宮口五合目では「おしるこ」、ショートコースのゴール地点では「コーンスープ」も

用意しています。お水も補給することができます。 

 

 

 

 



 

14 

 

■ 施設情報 

 富士山樹空の森    

 ～遊んで・学んで・癒されて～ 御殿場市の新しい形の公園施設です。施設内には、ビジタ

ーセンターと呼ばれるガラス張りの施設があり、富士山を全国・世界に紹介しています 

富士山天空シアターや充実した御殿場地場産品,御土産販売スペースもございます。 

 

 

 

 富士宮口五合目レストハウス ※フルコースゴール    

天気が良ければ五合目展望台から山頂（剣ヶ峰）も一望でき下界を見下ろせば左側に

大島、伊豆半島。正面には、駿河湾。右側には御前崎、南アルプス等。上に登らなくても

日本一の風景を見ることができます。 

レストハウスでは温かいお蕎麦やカレーなどが食べられる食堂やお土産品の売店もありますの

で、ゴール後はレストハウスに是非お立ち寄りください。 

 

 水ヶ塚駐車場（森の駅富士山） ※ショートコースゴール    

ガラスを多用した施設からは静岡側からの見た富士山の象徴ともいえる宝永火口がダイナミッ

クに眼前に迫りくる光景がお楽しみいただけます。 

レストランでは「富士山麓豚の豚丼」や「富士山すそのマグカレー」など地元食材を活用したメ

ニューを豊富にご用意しております。また、ショップでは『富士山』をテーマにした商品など販売し

ています。 

 


