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◆開催日 

 2019 年 10 月 12 日（土） 

◆会場 

 歩崎公園（茨城県かすみがうら市坂 4784 坂先） 

◆タイムスケジュール 

※進行状況により時間が前後する場合がございます。 

8:00～        駐車場 OPEN 

9:00～        ブース OPEN 

9:15～9：45  2 歳受付時間 

9:45～    オープニング 

9:55～    2 歳呼び出し・ブリーフィング 

10:00～    2 歳競技スタート 

10:45～    2 歳表彰式 

10:15～10:45  3 歳受付時間 

10:55～    3 歳呼び出し・ブリーフィング 

11:00～    3 歳競技スタート 

11:50～    3 歳表彰式 

11:45～12:15  ビギナークラス受付時間 

12:15～12:45  4 歳受付時間 

12:25～    ビギナー呼び出し 

12:30～    ビギナー競技開始 

12:55～    4 歳呼び出し・ブリーフィング 

13:00～    4 歳競技スタート 

13:50～    4 歳表彰式 

13:15～13:45  5-6 歳受付時間  

13:55～    5-6 歳呼び出し・ブリーフィング 

14:00～    5-6 歳競技スタート 

14:50～    5-6 歳表彰式 

15:30     会場 CLOSE 

◆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、イベント当日の朝 5:30 から 

公式 WEB サイトで発表します。 

 

▼公式 WEB サイト 

http://www.tour-de-

nippon.jp/series/kasumigaura/kids/ 

 

◆イベント当日の連絡先 

 イベント事務局：090–4666–9945（当日のみ） 

※荒天時の開催可否・開催地の天候状況・交通アクセ

スに関する、電話でのお問合せはご遠慮ください。回

線が混み合い、電話がつながらなくなるおそれがあり

ますので、公式 WEB サイトの中止表記の有無をご確認

ください。また、当日の欠席のご連絡は必要ありませ

ん。 

 

◆イベント事務局 

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） 

〒160-0011 

東京都新宿区若葉 1-4 四谷弘研ビル１F 

E-MAIL：info@wizspo.jp 

 

 

 

 

参加案内書 
この度は当イベントにエントリーいただき、誠にありがとうございます。 

この《参加案内書》をよくお読みいただき、イベントに参加してください。 

 

http://www.tour-de-nippon.jp/series/kasumigaura/kids/
http://www.tour-de-nippon.jp/series/kasumigaura/kids/
mailto:info@wizspo.jp
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必ず、保護者の方がこの参加の手引きをお読みください。参加される皆様が、『注意事項』『受付～表彰』までの流れ

をしっかりとご理解いただくことが、イベントの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。 

① 受付について 

■受付方法  

・受付時間 

・2 歳クラス : 9:15～9:45  

・3 歳クラス : 10:15～10:45 

・ビギナークラス : 11:45～12:15 

・4 歳クラス :  12:15～12:45 

・5，6 歳クラス     ： 13:15～13:45 

※受付時間は各クラスによって異なりますので、しっかりとご確認の上会場までお越しください。 

※受付ではお子さまのお名前、クラスを確認し、ゼッケンプレート等をお渡しします。 車検、服装のチェック 

は受付時は行いませんが、レギュレーションを満たさないと、出走をご遠慮頂くことになりかねますので、遵 

守いただきますようお願いいたします。 

■受付時にお渡しする配布物  

〇ゼッケンプレート(付属でモールがついております) 

〇エントリーリスト ○かすみがうら市産佃煮などの参加賞 

〇イベントの注意事項等  

【ビギナークラスに関して】 

・ビギナークラスに表彰はありません。   

・「完走証」をレース終了後にお渡しします。 

② イベント規則について 

【重要】必ずすべての競技規則・注意事項をお読みください！  
当日会場で規約・規定に違反が発見された場合、レースに参加することはできません。 

不明な点は、必ず事務局まで事前にお問合せください。 
 
◆車両レギュレーション 
●車両は 12 インチ以下のランニングバイクであること。  
●ブレーキ装置は装着してはならない(ブレーキ動作による後続車両の追突を防止するため)。 
●車体・フレーム及びフロントフォークの基本骨格はオリジナルの状態であること。 
●ハンドル・ステム・ヘッド、シート及びシートポスト、ホイール及びタイヤの改造は、安全面に問題がない限り可 

能。（補足：フォークオフセッターは使用可能）  

●安全保護パーツの装着は可能。 
●ペイント、ステッカー等、走行に支障をきたさない装飾は可能。  
●保護者によって安全に整備された車両でなくてはならない。走行前に各部のボルトに緩み等がないか保護者の責任 

で整備すること。  
●保護者の責任において、レギュレーションに沿った車両の管理を行ってください。レギュレーションに違反した 

車両による事故、怪我についての責任は負いません。 

 

◆服装レギュレーション 

●ヘルメットの着用。自転車用、もしくはスポーツ用のアゴ紐がついているもの。  
●グローブの着用。手袋であれば、こども用の一般的な手袋でも可能。  
●肘、膝のプロテクターの着用。  
●肌の露出しない服装の着用。半袖半ズボンでの出走は禁止。  
●くるぶしソックスの着用は不可。必ずくるぶしが隠れるものを着用。  
●運動靴の着用。サンダルまたは踵が露出する靴は不可。  
※主催者側で危険と判断される車両や服装、装飾などは、出走をお断りする場合があります。  
※試走時にも必ず服装レギュレーションを順守して下さい。着用なき場合は、コースへの進入をお断り致します。  

参加の手引き 



3 

 

●ゼッケンプレートは、本部で準備したものを車両本体の前にゆるみなく取り付けること。 

 
◆スタート・レースについて 

※最終的なエントリー数やレース数の公平性を考え、レースの勝ち上がり方式は下記の順番で行います。 

 ビギナークラスは予選、決勝はありませんので 1 レースのみとなります。 

 

（１）予備予選レース  ※順位の良かった選手から「（２）予選レース」のスタートグリットを選択できる 

（２）予選レース  ※どの決勝レースに進むかを決めるレース 

（３）決勝レース  ※最終的な順位を決めるレース 

   決勝レースは例として A 決勝 8 名、B 決勝 8 名・・・というように「（２）予選レース」の結果によって 

   進出する決勝レースが異なりますが、エントリーしている全選手がいずれかの決勝レースに参戦します。 

   表彰は A 決勝のみですが、B 決勝以下の選手にもレース後に賞状をお渡しします。 

 

●「レディ・セット・ゴー」の掛け声でスタートとする。  
●スタート前に保護者は必ず規定の位置まで下がり、スタート時は選手に触れたり、大きな掛け声を出してはならな

い。  
●2 歳クラスは予備予選、予選、決勝において必要であれば保護者の後方からの追走を可とするが、決して選手の前

方に出ない様に、また後続の選手に十分注意すること。それ以外のクラスではスタッフが特別に認めた場合(転倒

など)を除き、コース内立ち入りおよび選手に触れる行為は禁止とする。  
●レース中、コースアウト及びショートカット等をした場合は、着外とする。  
●明らかに故意と判断が出来る悪質な行為があった場合は、失格とする（保護者追走時の妨害も同様に扱う）。  
●前輪の接地面がゴールラインを通過した段階でゴールと判定し、順位判断が困難な場合はビデオ判定を行ない、そ

れでも判断できない場合は生年月日を確認し、年齢の若い選手を上位とみなす。 

●ビギナークラスを除いて、ゴール後に選手のゼッケンプレートには「出走した組」「順位」「次レースの組」が記載

された着順シールが貼られる。保護者は着順シールの情報を確認し、次レースの把握をすること。また決して剥が

さないこと。 

 着順シール見本 
  
  
 
 
 
                              次に出走する組ごとに色分けされています。 

●A 決勝進出者全員の順位を確定し表彰する。  
●A 決勝進出者全員を表彰する。また B 決勝以下の全員にも受付にて表彰状を授与する。 

●ビギナークラスにおいては保護者の併走は自由（選手の前方に出ても OK）だが、周囲への安全に配慮すること。ま

た、規定時間内に走りきれないと運営側が判断した参加者については運営側でショートカットコースへ誘導したり、

ゴールを待たずに次レースをスタートさせる場合がある。 

 

◆参加にあたって 
▼会場使用上の注意事項(選手待機エリア(テント設営エリア)についての注意事項)  

1．強い風が吹きぬける場合があります。場合によっては、テントの撤去をお願いする場合がございます。  

2．持参するテント、シート、タープ等には、必ずウエイト、重りを各自で設置し、飛ばされないよう自己管理をお願

いいたします。  

3．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。 

▼レース中のトラブル  

1．レース中に起きた事故はどのような場合でも大会本部まで届け出てください。  

2．救護スタッフが傷害の度合いによって対応します。  

3．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範囲内での補償となります。 

4．保険証を必ず持参するようにしてください。 

▼その他の注意事項  

1．コース・スケジュール変更について 

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。変更になった場

合は臨時アナウンスをしますので、レース中でもアナウンスには注意してください。  

2．イベントの中止  

予備予選 1組 

１位 

予選１組―１ 

予選 1組 

１位 

A決勝１組―A 

出走した組 

順位 

次レース組-選順 
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イベントは雨天決行です。悪天等の諸事情による開催の可否は、中止の場合のみ、当日の朝 5:30 から、公式 WEB サ

イトにてお知らせします。  

3．手荷物お預かり 

原則として、手荷物のお預かりはいたしません。貴重品を含め、各自で荷物を保管してください。 

4． 忘れ物は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予めご了

承ください。 

5． ゴミは必ずお持ち帰りください。 

6． 会場内は火気厳禁です。カセットコンロの持ち込みや煮炊きを禁止します。会場内ではグルメフェスが開催され 

ています。ぜひグルメフェスをご利用ください。 

7． 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。 

8． 大会及び付帯行事で発生した事故に対して、自己の責任において一切の処理をしてください。 

9． 選手は大会の安全な開催・円滑な運営に努め、主催者・管理者並びに選手・関係者の誹謗・中傷を行ってはなり 

ません。 

 

③ 表彰について 

 

■表彰対象  

・A 決勝進出者全員をステージにて表彰します。 

 また B 決勝以下の全員にも表彰式後受付にて表彰状をお渡しします。 

■ライダーマンキッズ完走証 

 参加者全員（ビギナークラス含む）には、受付でライダーマンキッズ完走証をお渡しします。 

 

④ 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、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】 

・歩行者・観戦者等の大会参加者以外の第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。 

 

■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） 

 

■もしケガをしてしまったら・・・ 

→イベント終了後、すみやかにイベント事務局までご連絡ください。 

【イベント事務局】 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。 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時刻 レース 受付 コース ステージ
8:00 駐車場OPEN
9:15 2歳受付開始
9:45 オープニング挨拶 2歳受付終了
9:50 2歳試走
9:55 2歳呼び出し・ブリーフィング・集合写真
10:00 2歳予備予選　　　　　　　　
10:15 2歳予選　　　　　　　　 3歳受付開始
10:30 2歳決勝（休憩含む）
10:45 3歳試走 3歳受付終了 2歳表彰式

10:55 3歳呼び出し・ブリーフィング・集合写真
11:00 3歳予備予選　　　　　　　　
11:15 3歳予選
11:30 3歳決勝（休憩含む）
11:45 ビギナー受付開始
11:50 3歳表彰式

12:15
ビギナー受付終了
4歳受付開始

12:25 ビギナー呼び出し・集合写真

12:30 ビギナーレース
12:45 ビギナーレース終了 4歳受付終了
12:50 4歳試走
12:55 4歳呼び出し・ブリーフィング・集合写真

13:00 4歳予備予選　　　　　　　　
13:15 4歳予選 5,6歳受付開始
13:30 4歳決勝（休憩含む）
13:45 5,6歳受付終了
13:50 5,6歳試走 4歳表彰式
13:55 5,6歳呼び出し・ブリーフィング・集合写真

14:00 5,6歳予備予選　　　　　　　　
14:15 5,6歳予選
14:30 5,6歳決勝（休憩含む）
14:50 5,6歳表彰式
16:00 会場CLOSE

4歳レース

5,6歳レース

ビギナーレース

2歳レース

3歳レース

タイムスケジュール 
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12日(土)会場マップ 
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会場 『ホテルアローレ』 

【会場までのアクセス】 

『歩崎公園』 

⇒ カーナビ設定 

【住所】茨城県かすみがうら市坂 4784 坂先 

 

＜車をご利用の場合＞ 

〇常磐道 土浦北 IC から約 30 分  

【駐車場 OPEN 時間】 

13 日（土）： 8:00～16:00 

 

【駐車場所】 

かすみがうらエンデューロ第 2 駐車場 

（歴史博物館） 

住所：茨城県かすみがうら市坂 1029-1 

※会場まで約 400m です。 

※荷下ろし後は、駐車場より徒歩、自走で 

 お越しください。 

 

■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、会場内に入っての荷降ろしはできません。 

会場の向かいにあるスペースに駐車をしていただき、速やかに荷物を降ろしていただき速やかに駐車場へ車の移動

をお願いします。 

※会場周辺での路上駐車は絶対にしないでください。 

  

 

キッズ専用 

荷下ろし場所 

キッズ専用 

荷下ろし場所 
受付・レース会場 


