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この度はエントリー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。 

 

 

 

 

◆ 開催日 2021 年 11 月 21 日（日)  

◆ 会 場 仲の原園地（東京都大島町元町仲野 203-6） 

◆ 主 催 伊豆大島御神火ライド実行委員会 

 

 ●主催者構成団体 

大島町､大島観光協会､大島町商工会､大島交通安全協会､大島町婦人会､大島防犯協会､大島じてんしゃ協会、トウオンデザイン､ 

NPO 法 Kichi､東京都立大島海洋国際高等学校､東海汽船､大島マリンサービス､大島バス､小田急トラベル､小田急エージェンシー、 

ルーツ・スポーツ・ジャパン 

 

◆ 協 賛 Dr.stretch、ポッカサッポロフード&ビバレッジ、大島椿、長谷工不動産、海の精、サイクルベースあさひ、 

コーワ(BTB) [順不同] 

◆ 協 力 ヤマト運輸 

 

 

新型コロナウイルス感染症対策 ・・・P2 

スケジュール・ゲスト          ・・・P3 

アクセス                 ・・・P4  

会場マップ                  ・・・P5 

コースマップ                 ・・・P6,7 

 

エイドステーション   ・・・・P8 

受付・車検         ・・・P9,10 

荷物預け・返却     ・・・P10,11 

注意事項          ・・・P11,12,13 

保険              ・・・P13,14

◆ イベント開催可否について ◆ 

イベントは雨天決行です。船の運航状況・荒天等の諸事情による開催中止の場合のみ、 

イベント前日 11 月 20 日(土) 18:00 から大会 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 

〒160-0001 東京都新宿区四谷坂町 12-21 コモンズビル７F 

イベント前日・当日のみ：080-3600-6172 

目 次 

mailto:info@wizspo.jp
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当イベントでは以下の感染症対策を行います。しっかりとご確認をいただき当日ご参加ください 

 ご参加いただく参加者の皆さまへお願い  

＜当日ご来場までのお願い＞ 

・風邪のような症状がある方はご来場をお控えください。 

・全員に当日の検温と「健康チェックシート（イベント web サイトからダウンロード可）」の提出をお願いしております。 

・体温が 37.5℃以上および平熱よりも 1℃以上高い方は、参加の辞退および会場からの退去をお願いします。 

・厚生労働省が提供する新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）をダウンロードして、イベントへのご参加をお願いします。 

・大島来島の際の公共交通機関(船・飛行機)において、船内・機内および出発待合所内では必ずマスクを着用ください。 

・公共交通機関が実施する検温は必ずお受けください。なお、体温が 37.5℃以上および平熱よりも 1℃以上高い方は、乗船・搭乗

および大会への参加はできません。 

・その他、移動前後においては公共交通機関の係員、およびオフィシャルツアーガイド(小田急トラベル)の指示に従って行動してください。 

 

＜チェックシート内容＞ ※詳細は実際の健康チェックシートにてご確認ください。 

開催本番までの 2 週間で以下に当てはまる方は参加の辞退および会場からの退去をお願いします。 

①37.5 度以上ある、または 37.0 度以上かつ平熱より 1 度以上高い ／ ②咳の症状・倦怠感・息苦しさがある ／ 

③喉の痛みなど風邪の症状がある ／ ④嗅覚、味覚の異常がある ／ ⑤家族・同居人に発熱がある ／ 

⑥感染・感染疑いの方と濃厚接触の可能性がある ／ ⑦家族・同居人も含めた過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の

観察期間を必要とされている国、地域への渡航がある。 

 

＜イベント中のお願い＞ 

・検温所および受付窓口にお越しの際は必ずマスクを着用ください。 

・感染拡大防止のために主催者から連絡先登録等の求めがある場合は必ず応じてください。 

・メイン会場、エイドステーションではマスク着用、こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を常に心がけてください。（自転車走行

中のマスク着用は義務付けません） 

・メイン会場、エイドステーションの混雑を防止するため、状況に応じて入場制限する場合（入口で順番に待機など）がありますので予

めご理解ください。 

・参加者、スタッフ等との距離（できるだけ２ｍ以上）を確保するように心がけてください。（障害のある方等の誘導・介助を行う場合

を除く） 

・エイドステーション等での飲食時は会話を控えてください。飲食時以外はマスクを着用し、大きな声での会話は控えてください。 

・感染対策のため、飲み残し・食べ残しがないようにご協力ください。 

・原則として、イベントで用意するもの以外のごみはお持ち帰りください。 

 

＜その他＞ 

・大島町内のバスやタクシー等の公共交通機関、飲食店、宿泊施設等のパブリックスペースにおいてもマスクの着用、検温の協力、アル

コール消毒を徹底してください。また、各施設が定める感染対策、および施設係員の指示に従って行動してください。 

・イベント終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合、事務局へ必ずご連絡ください。また、保健所が実施する行

動履歴等の調査へのご協力もお願いします。 

・イベント前後の食事会や懇親会等における「三つの密」を避けるようにお願いします。 

・その他、感染防止のために主催者が決めた措置や主催者指示には従っていただきますようお願いします。 

 

 運営側での感染症対策  

・スタッフは２週間前から体調を管理し、参加者の皆さま同様に感染の疑いがある場合、イベント運営に従事しません。 

・スタッフは全員当日検温を行い、追跡できるよう連絡先を管理します。 

・受付等、接客を伴うスタッフのマスク、マウスシールド等の着用をします。 

・会場内では密接しないようゆとりある広さの確保に努めます。 

・会場内にアルコール消毒、お手洗いにはハンドソープを設置します。 

・３密が発生しないように努めます。 

新型コロナウイルス感染症対策について 
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●通過制限時間 

【御神火チャレンジコース 71km】 

11:30 仲の原園地通過（御神火スカイラインへ）★当日 14:30 発,14:35 発の船で帰京する方 

13:00 仲の原園地通過（御神火スカイラインへ）★上記発の船で帰京しない方 

15:30 エイド３：ぶらっとハウス（２回目） 

 

【大島ぐるっと一周コース 47km】 

15:30 エイド３：ぶらっとハウス 

 スケジュール  ※予定につき変更する場合があります                                                                                  

▼11 月 20 日（土） 

13:00～16:00 受付・車検（仲の原園地） 

※イベント当日の混雑を避けるため、前日に渡島される方は前日の受付・車検を推奨します。 

※荷物預けはイベント当日 21 日のみとさせていただきます。 

 

▼11 月 21 日（日） 

【仲の原園地（メイン会場）】 

6:30～8:00  受付・車検・荷物預け 

7:30～  スタートセレモニー 

8:00～8:30  スタート 

11:00 頃  順次ゴール（完走証受取り、荷物返却） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:00  ゴール制限時間 ★当日 14:30 発,14:35 発の船で帰京する方 

16:00  ゴール制限時間 ★上記発の船で帰京しない方 

【岡田港】 

6:00～7:00  荷物預け 

11:00～15:30   荷物返却 

 

★荷物預け・返却について 

・岡田港では 6:00 到着の大型船に合わせて、お荷物を預かります。荷物を預けてスタートできる格好・装備でメイン会場へお越

しください。 

・仲の原園地・岡田港、それぞれで預かった荷物の返却場所は「仲の原園地（メイン会場）」「岡田港」いずれか選択できます。

イベント当日の便で帰京される方は、岡田港での荷物返却をご検討ください。 

 

 ゲスト                                                                                 

栗村 修 さん 

一般財団法人日本自転車普及協会 主幹調査役／ツアー・オブ・ジャパン 大会ディレクター 

 

▼ご参加の皆さんへ  

直近 2 年は残念ながら開催中止となってしまった大好きな大会が 11 月に戻ってきます！ 

東京都なのにまるでハワイの様なロケーションを楽しめる魅力的なライドイベントを是非ご堪能ください！ 

 アクセス                                                                      
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【会場：仲の原園地】 〒100-0101 東京都大島町元町仲野 203-6 

【伊豆大島・岡田港】 〒100-0102 東京都大島町岡田 

 

（港での「着替え」）岡田港には更衣室はございませんので、船の中で着替えを行ってください。 

（港での「自転車の組み立て」）下船直後のスペースでの自転車組み立てはご遠慮ください。案内員または看板に沿って進ん

でいただき、広いスペースでお願いします。 

（港から「会場までのルート」）下記ルートの曲がり角などにイベント用の看板を設置しておりますので、看板に沿って会場までお

越しください。 

＜仲の原園地⇔岡田港 行き方（距離：7.9km）＞ 

 

●重要 

イベント参加にはエントリー申込みの他に、「人の移動（渡島）」「自転車の輸送」それぞれ事前のご手配が必要です。 

イベント前後の船には輪行が可能な船、輪行ができない船がございますので、それぞれ確認して必ず事前にご予約をお願いします。 

※輪行可能な船でも事前の予約が無い場合は輪行ができません。 

※高速船は、11 月 19 日(金)から 23 日(火・祝)の５日間は自転車の船内持込は一切できません。乗船券をお持ちでも、自転車

の持込を行おうとした場合は乗船をお断りします。 

 

まだ予約がお済でない方はこちらからご予約ください。 

★渡島交通（人の移動）・自転車の輸送ガイド 

（https://www.tour-de-nippon.jp/series/gojinkaride/transport/） 

 

【自転車の事前輸送をご希望の方】 

上記 web サイトから「自転車の輸送の手配」をご確認ください。発送するにはご自身で「参加者識別ステッカー」の出力・記入・貼付

けが必要になります。 

 会場マップ （仲の原園地）                                                                          

 

https://www.tour-de-nippon.jp/series/gojinkaride/transport/
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【会場内注意事項】 

▼会場内の入場 

新型コロナウイルス感染症対策として、参加者・スタッフ・イベント関係者のみの入場とします。 

検温した方から入場できますので、まずは検温所へお越しください。 

 

▼喫煙 

会場内は全面禁煙です。喫煙は所定の喫煙コーナーでお願いします。 

 

▼更衣室 

会場内にはございませんが、会場隣の「愛らんどセンター御神火温泉」の更衣室は利用可能です。 

ロッカーはご利用いただけませんのでご注意ください。 

 

●愛らんどセンター御神火温泉 

〒100-1010 

東京都大島町元町仲の原 1-8 

【利用可能時間】 

6:30～21:00 

＜注意＞ 

・更衣室での着替えは施設利用料が掛かりません。ロッカーは利用できませんのでご注意ください。（フロントには御神火ライドの参加

者で更衣室を使いたい旨をお伝えください。） 

・温泉を利用する場合は施設利用料金 710 円が掛かります。 

 

 コース情報                                                               
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御神火チャレンジコース（71km） 

▼御神火チャレンジコース（71km） 

１周目     ＋２周目 

 

▼大島ぐるっと一周コース（47km） 

１周目のみ 
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通過制限時間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

11:30 仲の原園地通過（御神火スカイラインへ）★当日 14:30 発,14:35 発の船で帰京する方 

13:00 仲の原園地通過（御神火スカイラインへ）★上記船で帰京しない方 

13:00 仲の原園地ゴール制限時間 ★当日 14:30 発,14:35 発の船で帰京する方 

15:30 エイド３：ぶらっとハウス通過（２回目） 

16:00 仲の原園地ゴール制限時間 ★上記フェリーで帰京しない方 

 

Ride With GPS  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

https://ridewithgps.com/routes/36272747 

 

QR コードはこちら → 

 

 

 

 

 

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

13:00  ゴール制限時間 ★当日 14:30 発,14:35 発の船で帰京する方 

15:30 エイド３：ぶらっとハウス通過（２回目） 

16:00  ゴール制限時間 ★上記船で帰京しない方 

 

Ride With GPS  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

https://ridewithgps.com/routes/32019134 

 

QR コードはこちら → 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  エイドステーション情報                                                                   

 

大島ぐるっと一周コース（47km） 
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エイドステーション１：トウシキ園地 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

エイドステーション２：大島公園椿プラザ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

エイドステーション３：ぶらっとハウス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

エイドステーション４：三原山山頂 ※御神火チャレンジコース（71km のみ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

●飲料のみ提供 

大会スポンサーのポッカサッポロ社製を提供します。 

 

＊全エイドステーションでポッカサッポロ社製のドリンクを提供します。 

 

 

 

 

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。 

参加ガイド 
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 受付・車検                                                                                                 

【受付時間】 

1 月 20 日（土）13:00～16:00 

11 月 21 日（日）6:30～8:00 

※イベント当日の混雑を避けるため、前日に渡島される方は前日の受付・車検を推奨します。 

※荷物預けはイベント当日 21 日のみとさせていただきます。 

 

【受付場所】 

仲の原園地（東京都大島町元町仲野 203-6） 

 

【参加通知証】 

『Quick Ticket サービス（電子チケット）』 を使用します。 

11 月 5 日（金）にスポーツエントリーより 「参加通知証」 メールを送信いたします。 

そのメール内に、受付にてご提示いただく 「個人専用チケット URL」 を掲載しております。 

（10 月 27 日～11 月 1 日に入金完了された方へは、11 月 12 日（金）に送信いたします） 

 

★参加通知証はスポーツエントリー「マイページ」からも確認可能です。 

＜マイページからの確認手順＞ 

1）マイページにログイン 

2）「エントリー状況確認・登録メンバー情報管理」をクリック 

3）エントリー状況確認 ＞ [伊豆大島 御神火ライド 2021] ＞ 「確認」をクリック 

4）表示される画面にて、「Quick Ticket（参加通知）URL」が確認可能です。 

 

★Quick Ticket 

Quick Ticket の利用方法については、右記二次元コードをご参照ください。 

 

★スマートフォンをお持ちでない方または、Quick Ticket の URL を開けない方 

入金後にお送りしている「エントリー確認メール」または、「入金確認メール」を受付会場のインフォメーションデスクでご提示ください。受付

票（用紙）を発行いたしますので、その受付票を各窓口でご提示ください。 

 

 

 

■受付手順 【パターン１：11 月 20 日（土）13:00～16:00 に受付する場合】 

【持ち物】 

・スマートフォン 

・自転車 

＊「参加チェックシート」「健康チェックシート」の提出はございませんが、どちらもイベント当日 21 日（日）にご提出いただきます。 

 

１．検温 会場入口で検温してからご入場ください。 

 ※体温が 37.5℃以上および平熱よりも 1℃以上高い方は、参加の辞退および会場からの退去をお願いします。 
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 ※イベント当日 21 日（日）検温後、体温を記入してチェック済みの「参加チェックシート」「健康チェックシート」をご提出いただき

ます。（会場に予備もあります） 

 

２．車検 スタッフの案内に従って車検を行ってください。 

・万が一不具合がある場合はイベントオフィシャルメカニック「サイクルベースあさひ」ブースへご案内します。 

・車検を通過した方には「車両チェックバンド」をお渡しします。 

※イベント当日は車両チェックバンドを車両に付けて会場へお越しください。車検・受付をせずに会場へ入れます。 

 

３．受付 Quick Ticket を使った受付手順は以下の通りです。 

1）メールに記載されている Quick Ticket の URL を開いてください。 

2）ご自身のお名前が記載されたチケット画面を開いてください。 

3）スマートフォン画面に係員が電子スタンプを押印いたします。 

4）ゼッケンを受け取ってください。 

 

■受付手順 【パターン２：11 月 21 日（日）6:30～8:00 に受付する場合】 

【持ち物】 

・スマートフォン 

・自転車 

・チェック済みの「参加チェックシート」「健康チェックシート」 

 

１．検温 会場入口で検温してからご入場ください。（前日受付した方も全員） 

 ※体温が 37.5℃以上および平熱よりも 1℃以上高い方は、参加の辞退および会場からの退去をお願いします。 

 ※検温後、体温を記入してチェック済みの「参加チェックシート」「健康チェックシート」をご提出いただきます。（会場に予備もあります） 

 

２．車検 スタッフの案内に従って車検を行ってください。 

・万が一不具合がある場合はイベントオフィシャルメカニック「サイクルベースあさひ」ブースへご案内します。 

 

３．受付 Quick Ticket を使った受付手順は以下の通りです。 

1）メールに記載されている Quick Ticket の URL を開いてください。 

2）ご自身のお名前が記載されたチケット画面を開いてください。 

3）スマートフォン画面に係員が電子スタンプを押印いたします。 

4）ゼッケンを受け取ってください。 

 

 荷物預け・返却                                                                     

【荷物預け】 

＜手順１＞荷物預け窓口で「荷物預け袋」と「荷物預け用シール」を受取ってください。 

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

＜手順２＞預ける荷物を袋に入れて自身で「ゼッケン番号」の記入「荷物預け用シール」を貼り付ける。 

＜手順３＞口を縛って仲の原園地または岡田港の「荷物預け窓口」へ預ける。 

 （重要：荷物預けシール） 

    希望する返却場所によってシールの色が異なります。 
仲の原園地：白色 

岡田港：黄色 

上記いずれかを選択 
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仲の原園地（メイン会場）：白色 

岡田港：黄色 

 

【返却場所】 

上記の通り「仲の原園地（メイン会場）」「岡田港」いずれか選択できます。 

イベント当日の便で帰京される方は、岡田港での荷物返却をご検討ください。 

 

■荷物預け場所 【パターン１：仲の原園地（メイン会場）6:30～8:00 で預ける場合】 

・イベント当日 11 月 21 日（日）のみお預かりします。前日 20 日（土）の受付時はお預けできませんのでご注意ください。 

・受付窓口の斜め前に荷物預け窓口を設置します。 

 

■荷物預け場所 【パターン２：岡田港 6:00～7:00 で預ける場合】 

・岡田港では 6:00 到着の大型船に合わせて、お荷物を預かります。荷物を預けてスタートできる格好・装備でメイン会場へお越

しください。 

・6:00 到着の大型船で岡田港へ到着された参加者全員を、荷物預け窓口および自転車組み立てスペースへご案内します。 

 

 

 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】 ※御神火チャレンジコース 71km のみ 

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

トに基づき事前に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。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．イベント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。（気温が低くなることも予想されますので指ありグローブのご準備をお願いします） 

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でも各自持参のボトをご利用いただきます。 
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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。 

※イベント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。 

 

■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 25 名単位のグループで約３分間隔でのスタートを予定しています。 

 

【グループ走行】 

・本イベントは約 25 名単位でのグループ走行を基本とします。グループ前後にはサポートライダーが付きます。 

・エイドステーション毎に走力に応じてグループメンバーを入れ替える場合があります。 

・イベント当日 11 月 21 日（日）に帰京する参加者は制限時間も早くなるため、優先的に先にスタートさせる場合があります。 

 

■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、係員へ伝えるかイベント事務局へご連絡をお願いします。 

※本部連絡先（イベント当日のみ：080-9699-4103） 

３．スタート・ゴール会場、エイドステーション、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。イベント主催者

および大会関係者は一切責任を負いません。 
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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．本イベントは、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。 

１１．万全の体調でイベントに臨めるよう最大限の配慮をし、イベント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．ご自身で出したゴミ等は各自で持ち帰ってください。 

 

 保険について                                                                       

■主催者加入の保険適応範囲 

イベント中サイクリングの接触・落車などで、大会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 

・自転車（フレーム・各種パーツ）や付属品の破損・紛失・盗難等 

※歩行者との接触により歩行者・観戦者およびイベント参加者が怪我をした場合や、車との接触より車が破損した、ご自身の自転車が

破損した場合を考慮し、ご自身で任意の傷害保険や賠償責任保険に加入されることをおすすめします。 

・イベント参加中以外の会場外での事故（会場への移動・ご自身で行う大島町内でのライド等） 

※イベント参加中以外の怪我等を補償する保険として、国内旅行傷害保険をおすすめします。国内旅行傷害保険のお申込みについ

ては、取扱代理店の小田急トラベルまでお問い合わせください。 

 

【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。 

・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 ※事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡、または約款所定の後遺障害が発生した場合 

【入院（日額）】3,000 円 ※事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内の入院を対象とし、1 事故につき、180 日が限度 

【通院（日額）】2,000 円 ※事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内の入院を対象とし、1 事故につき、90 日が限度 

 

■引受保険会社  

三井住友海上火災保険株式会社 
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※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。 

 

■保険の詳細についてのお問合せ先  

株式会社小田急保険サービス 03-5322-1851(平日 9:00～18:00) 

 

■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、イベント事務局までご連絡ください。 

 


