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◆開催日 

 2018年 2月 17 日（土） 

◆会場 

中井中央公園（神奈川県足柄上郡中井町比奈窪５８０） 

◆タイムスケジュール 

 

●2 月 17 日（土） 

9:00～        会場 OPEN 

9:30～    開会式 

 9:40～    2歳クラス 

11:10～    3歳クラス 

12:35～    ビギナークラス 

13:00～    4歳クラス 

14:15～    5・6歳クラス 

※詳細は P4 参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆大会開催可否について 

大会は雨天決行です。荒天等の諸事情による 

開催中止の場合のみ、大会当日の朝 7:30から 

大会 WEB サイトで発表します。 

 

▼大会 WEBサイト 

http://www.tour-de-nippon.jp/series/ 

nakai-kids/  

 

◆大会当日の連絡先 

 大会事務局：03-3354-2300（大会当日のみ） 

※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、大会 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。 

 

◆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） 

〒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 
この度は当大会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、大会に参加してください。 

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、大会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     ：  9:00～9:30  ／ 3歳クラス     ：  9:00～11:00 

・ビギナークラス      ：  9:00～12:10 ／ 4 歳クラス     ：  11:00～12:35 

・5-6 歳クラス     ： 11:00～14:00 

※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していない場合、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)／○エントリーリスト／〇参加記念品／〇大会の注意事項等 

○クイズラリー解答用紙 

【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。   

・ビギナークラスは、参加記念品(ライダーマンキッズ参加者一部異なる)と完走証の授与のみとなります。 

② 大会規則について 

【重要】エントリー前に、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。  

●グリップもしくはバーエンドキャップが擦り切れるなどしてハンドルバーエンドが露出していてはいけない。 

●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  
※初心者の方は特に重要です。 

備品の貸し出し等は原則行いませんのでよくお読みになり装着物の準備を行ってください。 

 

●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。  
●ゼッケンプレートは、大会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。 

 

ライダーマンキッズ参加の手引

き 
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◆スタート・レースについて 

●「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歳クラス予選、2歳クラス敗者復活戦は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、失格とする。  
●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。  
●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。  
●決勝進出者全員の順位を確定し、表彰する。決勝に進出した女子の最上位者には「なかまる賞」を贈呈する。決 

勝に進出した女子がいなかった場合は、準決勝の着順上位者に「なかまる賞」を贈呈。着順が同じ場合は生年月日

を確認し、若い選手を上位とみなす。  
●参加者には、各カテゴリー終了後に受付で「完走証」を配布する。 

 

◆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．大会の中止  

大会は雨天決行です。悪天等の諸事情による開催の可否は、中止の場合のみ、大会当日の朝 7:30 から、大会 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。 

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  

・決勝進出者全員を表彰します。 

■特別賞 

 なかまる賞：各クラスの 1番速かった女の子が対象 

■完走証 

 無事にゴール出来た参加者には、受付で完走証をお渡しします。 

 走リきった証を必ず受付で受け取ってください。 

 

 

 

 ④ 
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④ 保険について 

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 

ご自身でご確認ください。） 
 

■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 10:00～18:00） 

※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。 

 

 

 

※スケジュールは変更になる可能性もあります。ご了承ください。 

時間 全体 2歳 3歳 4歳 5･6歳 ビギナー

9:00 受付 受付

9:30 開会式

10:00

10:30

11:00 表彰式

11:30

12:00 BMXパフォーマンス

12:30 表彰式 レース

13:00

13:30

14:00 表彰式

14:30

15:00 BMXパフォーマンス 表彰式

15:30 イベント終了

9:00 9:00 11:00 11:00 9:00

9:30 11:00 12:35 14:00 12:10

9:40 11:10 13:00 14:15 ー

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

10:00 11:20 13:10 14:25

10:20 11:40 13:25 14:35

10:30 11:55 13:35 14:45

10:45 12:10 13:45 14:55

10:20 11:40 13:25 14:35 終了次第

11:00 12:25 14:00 15:10 ー

受付

12:35

レース

レース 受付

レース

受付

レース

準決勝

決勝

完走証配布

表彰式

受付開始

受付終了

試走

呼び出し・ブリーフィング・集合写真

予選

敗者復活

 

 

 

 

 

 

タイムスケジュール 
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■イベント紹介                               

■ランニングバイクの試乗会開催 

ランニングバイクからペダル付き自転車に変化する「レンラッド」を取り扱うニコライドにご出展いただき、 

無料試乗会を開催します。 

試乗会は事前申込無でご参加いただけるのでこの機会にぜひ試乗してみてください！ 

■BMX ライダー佐々木元さんによる BMX ショー、BMX体験・撮影会の開催！ 

・日本チャンピオン、今も世界の舞台で活躍する佐々木元選手の BMX ショーを開催します。 

 BMX ショー開催後、佐々木さんと BMXふれあい体験会、撮影会を実施します。 

⇒パフォーマンス時間 12:15～ ／ 15:00～ ※各パフォーマンス時間は 10分を予定。 

■110m チャレンジ！！ 

110mの特設ストレートの往復コースを、何秒で走りきれるかを競うタイムトライアルレース！ 

持てる力を出し切って、最高の記録を目指そう！  

■キッズゾーンに乞うご期待！ 

【エアーゴール】 

湘南ベルマーレオリジナルのキックターゲットが会場に登場！ 

高得点目指して挑戦してみよう！ 

【ポケットボール】 

ポケットボールはパターゴルフのようなもので、子どもが夢中になって楽しめるゲームです。 

腕に自身のある子どもは高得点を狙って参加しよう！ 

【ピンボールゲーム】 

誰でも簡単に楽しめるピンボールゲームが登場！ 

すべてのポケットにボールを入れることができるかチャレンジしよう！ 

【ヘロンくんふわふわ】 

子どもなら誰もが入りたくなる、大人気の中井町オリジナル「ヘロンくんふわふわ」が登場！！ 

■クイズラリーを開催！ 

会場内で中井町にちなんだクイズラリーを実施します！ 

参加キットに解答用紙が入っているので、ぜひチャレンジしてみてください！ 

解き終わった解答用紙と引き換えで、豪華賞品の当たる抽選会に参加できます！！ 

■こんなに豪華！ブランド・フードマルシェ 

中井町では現在、地域経済の活性化・農林地の有効利用の拡大・交流人口の増加を目的とし、 

「里都まち♥なかいブランド」開発を進めています。今年度の取り組みとして、 

中井町の地域資源を活用した新たな商品や販売の仕組み等を作りたいという団体にブランド開発事業の支援を行って

きました。その団体の皆さんがそれぞれ試作を重ねて作ってきた開発商品を、今回マルシェにてお披露目します。 

お昼ごはんは是非マルシェでご購入ください！ 
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1７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】 

『中井中央公園』 

⇒ カーナビ設定         

【住所】 

神奈川県足柄上郡中井町比奈窪 580 番地   

＜車をご利用の場合＞ 

・東名高速道路利用 

「秦野中井 IC」を出て、二宮方面（国道 1 号線方面）へ。「グリーンテクなかい入口」交差点を右折。「才戸交差点」

を直進。新中井トンネルを抜けて右手。「秦野中井 IC」から約 5分。 

・小田原厚木道路利用 

小田原厚木道路「二宮 IC」を出て中井方面へ（下り線出口は左折。上り線出口は左折後、次の信号を右折）。「新坂呂

橋」を右折。「中井町役場入口」を右折し中井中学校入口を左折。「二宮 IC」から 5分～10分。 

【駐車場 OPEN 時間】 

17 日（土）： 9:00～ 

 

【駐車場所】 

里都まち♡なかい キッズサイクルフェスティバルにご参加いただく皆さまは、参加者第一駐車場・参加者第二駐車

場・参加者臨時駐車場のいずれかにお停めください。 

なお、当日は公園利用の一般のお客様もお越しになっておりますので譲り合ってご利用ください。 

※お荷物は駐車場から歩いて会場までお持ちください。 

 

 
アクセス・駐車場案内 

 


