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この度は、「温泉ライダーin加賀温泉郷 柴山ジュニアタイムトライアル」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、大会に参加してください。 

遵 

1．受付 

・受付時間内（7:30～8:15）に、余裕をもって受付を済ませてくださ

い。受付時に事前に郵送しております「参加カード」・「自転車チ

ェックシート」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。 

・計測タグをどちらかの足首に必ず装着してください。 

      

 

 

 

 2．集合 

8:20に、受付テント近くの『集合場所』に集まってください。 

（集合場所は、下記マップ参照） 

※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』でスタッフが走行上の注意事項を説明した後、 

8:40に道路封鎖が完了されたタイミングで試走を行います。 

各カテゴリースタッフ先頭のもとコースを試走し、 

 試走後はスタッフが選手をスタートラインに誘導します。 

 ※スタート順は原則ゼッケン番号順としますが、車種によっては 

運営スタッフが順序を入れ替える可能性があります。 

【レーススケジュール】  

8:20集合・説明 

8:40試走 

8:50整列 

8:50 タイムトライアルスタート 

① 小学校 1、2年生の部 

③ 小学校 3、4年生の部 

④ 小学校 5、6年生の部 

 ～9:15 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。 

・参加者は、ゴール後すぐに受付にて計測タグを返却してください。

その際に、完走証をお渡しします。 

万が一計測タグを紛失された場合は、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 

■表彰式 9:30頃～(ステージにて実施) 

リザルトを確認し、表彰対象者（各カテゴリー上位 6位まで表彰）は、

9:25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、後日大会ウェブサイ

トでもご覧いただけます。

 柴山ジュニアタイムトライアル 2018.5.27 SUNDAY 

ジュニアタイムトライアル 参加案内書 

■ 受付～試走～レース～表彰式までの流れ 
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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左側に装着してください。 

【レース中の注意事項】 

当大会の車両規定を、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。 

－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 

 保険について 

イベント参加中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で補償されます。  

【以下の場合は主催者加入の保険適用外となります】  

・主催者側の責によらない第３者（参加者・関係者・スタッフ以外の一般車両・歩行者・観戦者等）との接触による

事故等  

・会場・コース外での事故（会場への移動等）  

・所有物の破損・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。)  

・主催者の責によらな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。 

■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・・・  

→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。 

 ※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。 

 その他 

1．大会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．忘れ物は運営事務局で一時保管しますが、大会終了後 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 



3 

 

 

※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。 

TIME

16:00

14:30

15:30

15:00

14:00

13:30

13:00

12:30

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

9:30

9:00

8:30

8:00

7:30

7:00

レース 受付/イベント

6:30

9:15～9:45  エンデューロ参加者試走

6:30 ～8:00 

荷降ろし

7:00

～

16:00

ブース

6:30～8:30  

エンデューロ

受付

9：45～10：00 

開会式・ライダーズMTなど

15：00～表彰式・じゃんけん大会など

6:30～8:10

駐車場

OPEN

8：25～8：45 

初心者講習会

10:00～14:00

4時間エンデューロ

8:45～9:15  ジュニアタイムトライアル実施

7:30～8:15  

ジュニアタイムトライアル

受付

7:30～9:50  

ウィーラースクール①

受付

11:50～12:20  

ウィーラースクール②

受付

10:10～11:10  

ウィーラースクール①

12:30～13:30  

ウィーラースクール②

9：30～9：40 / ジュニアタイムトライアル表彰式

 

 

●走った後に完走証をもらおう！  

無事に完走できれば君はもう温泉ライダーの仲間入り！ 

走り切った後は受付で完走証を受け取ろう！ 

●参加者特典！無料入浴が出来る「入浴手形」をプレゼント！ 

加賀温泉郷には日本が誇る片山津・山代・山中の 3 つの温泉があります。ご参加いただいた皆様には無料で入浴でき

る温泉をご用意しました。大会当日、受付でお配りする「入浴手形」を各温泉でご掲示下さい。 

さらに！お子様限定で「入浴手形」をご掲示いただければ、ホテルアローレのプールを無料でご利用いただけます。 

■無料入浴いただける温泉施設 

・加賀片山津温泉 総湯 営業時間内であれば両日(6:00～22:00) 

・ホテルアローレ    営業時間内であれば両日(6:00～25:00) 

・加賀山中温泉 菊の湯 営業時間内であれば両日(6:45～22:30) 

・加賀山代温泉 総湯  営業時間内であれば両日(6:00～22:00) 

・加賀山代温泉 古総湯 営業時間内であれば両日(6:00～22:00) 

■ スケジュール/サブイベント情報 

■ 参加記念品で楽しもう！ 
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●フードコーナー 

温泉ライダーは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！ぜひこの日は、温泉ライダー会場で地元グルメをお召し上がりください！ 

 

 

 

■会場までのアクセス／駐車場 

会場 『ホテルアローレ』 

⇒ カーナビ設定  【住所】石川県加賀市柴山町と 5-1  【電話】 0761-75-8000 

＜車をご利用の場合＞ 

〇北陸自動車道 片山津 IC から 約 5分 

【荷降ろし場所】 

ホテルアローレ内で荷物を降ろすことが下記の時間帯で可能です。 

【荷降ろし可能時間】 27日(日)6：30～8：00 

※時間外にお越しいただいても荷降ろしはできませんのでご注意ください。 

●荷降ろし動線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 銀の飯 おにぎり

2 846コーヒー コーヒー

3 ファイヤーボール 焼きそば

4 Nomad カレー

5 美岬クラブ 石窯ピザ

6 焼き鳥居酒屋　凱 ポテト・から揚げ・かき氷・ソフトクリーム

7 平松牧場 アイスクリーム

8 キッチン-T フライ系・どんぶり系

アクセス情報                                          
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■参加者駐車場 

【参加者駐車場】 

駐車場：(株)岸グリーンサービス駐車場 

住  所：〒922-0401 石川県加賀市新保町カ３３ 

【駐車場 OPEN 時間】 

27 日（日）：  6：30～17:00 

【会場から駐車場までの動線】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■参加者駐車場・荷降ろしについて 

・会場内でイベントを行っている関係で、8:00以降、会場内に入っての荷降ろしはできず、イベント参加後の車への

お戻りは原則送迎バスを利用していただく形となります。 

上記時間帯以外で会場にお越しになる場合、また会場から駐車場に行く際は、送迎バスをご利用ください。 

※シャトルバスのバス停については上図、下図参照。 

 15分に1本のペースで運行しておりますので、会場にお越しになる、また駐車場に戻られる際には送迎バスをご利

用ください。また送迎バスへの自転車の積み込みはできませんのでご注意ください。 

 

・エンデューロレース中、会場内に入っての荷積みはでき 

ず、アローレ会場近くのシャトルバスバス停までは、 

一般車両は進入できません。 

ただし、ジュニアタイムトライアル・ウィーラースクー 

ル参加者限定で、当日朝、受付の際に岸グリーンからア 

ローレまでの地図が記載された通行証をお渡し致しま 

す。通行証があればアローレ会場のシャトルバスバス停 

まで自家用車でお越しいただけますので、ご活用の程、 

宜しくお願い致します。 

 

 

 大会開催可否について／大会当日の連絡先 

大会は雨天実施です。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、大会当日の午前 5時 30分から 

大会WEBサイトにて発表します。 

【大会WEBサイト】http://www.tour-de-nippon.jp/series/onsen-rider-kaga/  

【大会当日の連絡先】  03-3354-2300 （大会事務局） ※会場にいるスタッフにつながります。 
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  お問い合わせ 

大会事務局（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 


