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んてください。 

                       

 

 

この度は、「日産スタジアム・サイクルパークフェスティバル」にエントリーいただきありがとうございます。 

この参加案内書をよくお読みになり、イベントに参加してください。 

遵 

1．受付 

・受付時間内（13:00～14:30）に、余裕をもって受付を済ませ

てください。受付時に「参加カード」・「自転車チェックシー

ト」（キッズクラスは不要）を提出し、ゼッケンなどを受け

取ってください。 

・ゼッケンは安全ピンで腰の右側に 1 枚装着してください。 

※安全ピンは、レース終了後に受付にお戻しいただくか、お持ち帰りください。 

 【ジュニア A クラス・ジュニア B クラスのみ】 

計測タグを自転車のフロントフォークに装着してください。 

      

 2．集合 

15:15 に、スタジアム内計測テント横の『集合場所』に集まっ

てください。（集合場所は、右下のマップ参照） 

※遅れた場合は、レースに参加できない場合があります。 

 3．レース 

・『集合場所』からスタートラインまでスタッフが誘導します。 

・レースは、トップの選手がゴールした後に計測ラインを通過

したタイミングですべての選手がレース終了となります。 

（周回遅れになった場合は、規定周回より少ない周回数でレ

ース終了となる場合がございます。予めご了承ください。 

【例】ジュニア A クラスで７周目にレース終了 

※立ち上がりのスピードの差からくる接触事故を減らすため、

お子様の車種・年齢の差（未就学児の部）等によって運営側が

事故の危険があると判断した場合、スタッフが整列順を指定さ

せていただく可能性があります。ご理解いただきスタッフの誘

導に従っていただけますようお願いします。 

 

【レーススケジュール】 15:15 集合・説明 

１. キッズクラス ※距離：400m（1 周） 

２. ジュニア A クラス・ジュニア B クラス 試走 

３. ジュニア B クラス レース ※距離：1.2km（3 周） 

４. ジュニア A クラス レース ※距離：3.2km（8 周）  

～15:50 全レース終了予定～ 

4．レース終了後 

・レース終了後は、スタッフの指示に従いコースアウトしてく

ださい。 

・ジュニア A クラス・ジュニア B クラスの参加者は、計測タ

グを受付に返却してください。万が一紛失された場合は、実

費をお支払いただきますのでご注意ください。 

5．表彰式 ※ジュニア A クラス・ジュニア B クラスのみ 

■表彰式 16:35 頃～（2 時間の部表彰式終了後） 

リザルトを確認し、表彰対象者（各カテゴリー上位 3 位まで表

彰）は、16:20 までにステージ付近にお集まりください。 

※リザルトは、受付付近に掲示します。また、後日公式 WEB

サイトでもご覧いただけます。 

【注意】キッズクラスは、表彰はありません。 
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レース時における自転車、服装、携行品 

1．参加者は試走・レースでコースを走行する場合は必ずヘルメット（カスクは不可）及び手袋を着用してください。 

2．参加者は、アイウェア・スクイズボトル・腕時計の装着・携行は認めますが、脱落しないようにしてください。また、ガラス

容器、その他危険物を携行することは禁止です。 

3．参加者は、受付で配布された指定のゼッケンを腰の右側に装着してください。 

【ジュニア A クラス・ジュニア B クラスのみ】 

当イベントの車両規定を、事前に必ず確認の上、レースに参加してください。 

－使用する自転車は、フリーホイール式で前後のブレーキが完全に作動し、レースを安全に行える強度を備え、よく整備された

自転車であることを義務付けます。参加者は、自己の責任で自転車の整備を行ってください。 

－ＤＨ、クリップオン、スピナッチ、その他アタッチメントバーの着用・使用は素早いブレーキの妨げになるため認めません。 

発見した場合は競技を中断し取り外していただきます。ただし、フラットバー仕様の車種のみエンドバーの使用は認めます。 

－車両全般において、主催者がレース走行において危険と判断した改造された車両を発見した場合、安全のためにもその場でレ 

ース出走を禁止させていただく場合があります。予めご了承ください。 

例）サドルのない自転車など 

 参加における注意事項 

1．ウレタン保護のため、スタジアムトラックおよびピットエリアでの飲食は厳禁です（真水のみ可）。飲食をされる場合はスタン

ドでお願いします。また、イベントにより発生したゴミは必ずお持ち帰りください。 

2．ピットエリアを含め、スタジアム敷地内は火気厳禁となっており、全面禁煙です。 

同伴される保護者の方はご協力お願いします。 

3．イベント当日にプログラムを配布します。必ず内容を確認してください。試走・レースでは無理な加速をせず、常に安全走行

を心がけてください。コース上ではスピードの異なる参加者が同時に走るため、接触、追突には十分注意してください。 

4．新横浜公園・日産スタジアム敷地内は自転車での走行は原則禁止となっています。必ず自転車から降りて通行してください。

また、イベント当日以外は公園内での自転車走行はできません。 

 

 保険について 

事故、落車による怪我等に関しては、主催者加入による傷害保険の範囲内の補償となります。補償内容に不安のある方は、各自で

別途、保険にご加入ください（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。 

 補償内容  【死亡、後遺障害】 300 万円 【入院（日額）】 3,000 円 【通院（日額）】 2,000 円 

 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い合わせ先  

Chubb 損害保険(株)代理店(有)ワイコーポレーション 

電話：045-664-3070（平日 9～17 時） 

 

 その他 

1．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。 

2．手荷物や自転車は、保護者の方がしっかりと管理してください。 

3．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。 

■ 注意事項 

もしケガをしてしまったら･･･ 

イベント終了後、すみやかにツール・ド・ニッポン事務局にご連絡ください。 

【ツール・ド・ニッポン事務局】 電話：03-3354-2300（平日 10 時～17 時 30 分） 

※保険申請手続き等の詳細に関しましては、ご連絡いただきました際にご案内いたします。 

※ご不明点などは、ツール・ド・ニッポン事務局までお問い合わせください。 
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※このスケジュールは予定です。変更する場合がございます。 

 

ブースのご紹介 

■タンデム自転車体験会（横浜市体育協会）  

～光・音の無い世界、タンデム自転車で風を感じよう～  

会場にてタンデム自転車体験会を開催します。視覚障がいの方や聴覚障がい 

の方など、普段自転車に乗ることが難しい方にも自転車で風を感じていただ 

けます。もちろん、障がいの有無に関わらずどなたでも参加いただけます。 

希望者にはアイマスクや耳栓を使っていただき音・光の無い世界を体験して 

いただきます。 

※タンデム自転車はパラリンピック種目の一つです。 

東京2020パラリンピック自転車競技 トラックBクラス（視覚障がい）では、 

2 人乗りタンデム自転車で、後ろの席に乗る視覚障がい者が前の席に乗る晴 

眼者と呼吸を合わせて競技を行います。2 人で自転車をこぐことで力が 2 倍 

になる一方で空気抵抗はあまり増えないので、1 人乗り自転車と比較してス 

ピードがでます。 

■ スケジュール/サブイベント情報 
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■横浜市道路局 

今年３月に策定した「横浜市自転車活用推進計画」をサイクリストの皆さん 

に知っていただくため、パネルを展示します。 

また、ブースでアンケートを実施し、横浜市が今後、自転車の活用に取り組 

んでいくためにぜひサイクリストの皆さんのお声を聞かせていただきたい 

と思います。 

 

 

■横須賀サイクリング（横須賀市観光課） 

「横須賀サイクリング完走証 Vol.2」を完成させて横須賀ならではのスカジ 

ャン柄オリジナルご当地サイクルジャージを抽選で当てよう！ 

横須賀ブースでは、完走証のスタンプ台紙を配布します。ブースで完走証を 

受け取ると横須賀グッズが当たる抽選会に参加できます！ 

 

 

 

■株式会社明治 

チームブリヂストンサイクリングを始め、日本のトップアスリートたちがが 

エネルギー戦略とリカバリー戦略に活用する VAAM とザバス。 

明治ブースでは、サイクリストの皆様にも役立つアイテムをご用意し、ブー 

スでお待ちしております。 

受付時に配布した引換券をもって、明治ブースへ。ザバスと VAAM を GET 

してくださいね。 

 

■株式会社パールイズミ 

パールイズミブースでは、オーダーウェアの展示をメインに、グローブなど 

のアクセサリーや、イベント出店時にしか購入できない特価品の販売をいた 

します。オーダーウェアについてはリニューアルされたアイテムを実際にご 

覧いただき、試着もできる貴重な機会となっております。 

また、当日お配りしておりますクーポンを使用することで、特別な割引キャ 

ンペーン、3 着から制作できるキャンペーンの特典がございます。 

すでにチームジャージをお持ちのチーム様も、これから制作をご検討中のチ 

ーム様も是非お気軽にお立ち寄りください。 

 

■株式会社ライフログ 

1 着から作れるオーダーサイクルジャージ専門店。1 着からお客様の好きな 

デザインで制作可能です。お客様の好きなようにデザインできます。パソコ 

ンが使えない人でも安心、手描きのデザイン入稿でジャージができあがりま 

す。自転車を楽しむすべての人へトレーニング仕様からプロレーシング仕様 

までラインナップも充実しています。 
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■AIRFIT(株式会社プロキダイ) 

合言葉は、「AIRFIT 入ってる!」です。 

AIRFIT とは、心拍計測の際にチェストストラップの代わりに貼り付けて使 

用する、「貼る心拍センサーパッド」です。 

プロロードレーサーや有力ヒルクライマーにも愛用者がいます！ 

腕時計タイプの脈拍計では精度が低い、胸部心拍計はバンドの締め付けが嫌、 

そんな時にこれです。「AIEFIR」 

心拍計バンドの締め付けやズレが無いため、競技や練習に集中することが出 

来ます。実際に「呼吸が楽になった」「ストレスフリーで最高」との声もあ 

り使用者からは一度使うとやめられないとの言葉も頂いています。 

 

■地域活動支援センター「いなほ」 

いなほは港南区にある、知的障害や発達障害をお持ちの方が働いて

いる作業所です。フェルトの小物や藍染めなどの製品をひとつひと

つ手作りしています。お気に入りの一品との出会いがあるかもしれ

ません。いなほのブースでメンバーが皆様をお待ちしております。 

 

■バイシクルセオ トレッサ横浜店【試乗車あり・メカニック】 

当日のメカニックサポートを担当させて頂きます「バイシクルセオ 

トレッサ横浜店」です。ちょっと心配かも？と気になる事がありま 

したら、お気軽にお声がけください。メカニックと並行して試乗会 

も実施しております。どうぞお立ち寄りください！ 

 

 

 

 

■スペシャライズド・ジャパン【試乗車あり】 

世界でもっともパフォーマンスに優れたロードバイクを長年作り続 

けてきたスペシャライズド。今回は Tarmac、Venge、Roubaix のハ 

イエンドモデル、S-Works をご用意します。業界最高のテクノロジ 

ーが注ぎこまれ、それぞれのカテゴリーですばらしい勝利を収めて 

きたバイクです。 

 

■株式会社 フカヤ 

創業 108 年老舗自転車部品問屋「フカヤ」が取扱いする GPS サイ 

クルコンピューターブランド「Bryton（ブライトン）」最新モデル 

の展示・体験と国産サイクルトレーナーブランド「MINOURA（ミ 

ノウラ）」最新トレーナー「Absorb Roll R820A」の試乗体験と当 

日限りの特典として「３本ローラーマイスター直伝・３本ローラー 

乗り方講習会」を行います。 
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本イベントでは、レース参加者の皆さまはもちろん、一緒に会場に来られるご家族・ご友人等の一般来場者の方も今まで以上に充

分に楽しんでいただけるコンテンツをご用意いたします。今まで足を運んでみようと思っていたけど行けなかった方、初めてこの

イベントのことを知った方、家族・友人が自転車に興味のある方、自転車レースを見てみたい方、休日を日産スタジアムで過ごし

たい方など、ぜひこの機会に日産スタジアムに足を運んでください！ 

 

●フードパーク 

今年も飲食ブースが盛りだくさん！会場では様々なグルメが勢ぞろい！ 

ぜひこの日のランチは、サイクルパークの会場でお召し上がりください！ 

 

●フリーマーケット（同時開催） 

今年も日産スタジアムではお馴染み「フリーマーケット」を同時開催します。掘り出し物を見つけましょう！ぜひ、ご家族でお楽

しみください。 [開催場所] 4F リング通路ほか [開催時間] 10:00～16:00（雨天の場合、中止となります） 

 

 

 

■ 電車でお越しの方 

 ・JR 小机駅から徒歩 7 分 

 ・JR 新横浜駅から徒歩 15 分 

 ・横浜市営地下鉄新横浜駅から徒歩 12 分 

■ お車でお越しの方 

 ・新横浜方面から「リハビリセンター入口」交差点を左折 

→第 1 駐車場（6：30～22：00） 

 ・第 3 京浜道路港北 I.C.方面から 

「リハビリセンター入口」交差点を右折 

 → 第１駐車場（6：30～22：00） 

 ・第 3 京浜道路港北 I.C.方面から「多目的遊水地」を左折し、ループ橋を下り道なりに進む → 第 3 駐車場（7：30～22：00） 

  ※駐車場は有料となります。普通車：2 時間 400 円（超過 30 分毎に 100 円） 

  ※駐車台数に限りがありますので、なるべく公共交通機関にてお越しください。 

 

 

 イベント開催可否について／イベント当日の連絡先 

イベントは雨天実施です。荒天等の諸事情による開催の可否は、開催中止の場合のみ、イベント当日の 

午前 6 時から公式 WEB サイトにて発表します。 

【公式 WEB サイト】 http://www.tour-de-nippon.jp/series/nissan-stadium/    

【当日の連絡先】 03-3354-2300（ツール・ド・ニッポン事務局） ※会場にいるスタッフにつながります。 

 

 お問い合わせ 

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）  【MAIL】 info@wizspo.jp 

アクセス情報                                         住所：神奈川県 横浜市港北区小机町 3300 

■ レース以外も楽しめるサイクルパーク！ 

mailto:info@wizspo.jp

