参 加 者 の 皆 さ ま へ
この度は、グランフォンド富⼭ 2018 にご参加いただき、ありがとうございます。
本大会は今回で 9 回目となりますが、タイムを競うレールではありません。公道を利⽤したサ
イクリング大会です。今回も沿道をはじめ地域の皆様や道路を利⽤・管理される皆様にご理解と
ご協⼒をいただきながら開催させていただきます。
ついては参加される皆様に交通法令、マナーそして以下の大会規定・誓約事項を遵守していた
だき、無事故で楽しい大会になることをめざしております。
ご協⼒をよろしくお願いいたします。

道路交通法を守って大会を楽しんでください！
１、

道路の右側を通行してはいけません。

２、

危険として認められる以外、歩道を走ることはできません。

３、

歩道では徐行しなければなりません。歩行者の妨げになりそうなときは、一時停

止をしなければいけません。
４、

並進（並走）は違反です。

５、

信号無視は違反です。

６、

一時不停止は違反です。

７、

片手運転、画面注視、携帯電話や音楽プレイヤー等の使用は違反です。

８、

飲酒運転は禁止です。

グランフォンド富山２０１８ 大会規則

自転車・装備
○

検⾞は⾏いません。各⾃の責任で点検整備された安全な⾛⾏が可能な⾃転⾞で参加してく

ださい。
○

大会当日、開会式前の整列時にロングコースおよびミドルコースの参加者のフロントライ

トとテールライト・リフレクターの点灯・装備状況をチェックします。
○

ロングコースについては、トンネルが多いことから、フロントライトと自己発光型のテー

ルライトを必須とし、装備していない場合は参加できません。
○

ミドルコースは、フロントライトとリフレクターを必須とし、装備していない場合は参加

できません。
○

エアロバー（DH バー、TT バー等）を装備した⾃転⾞は参加できません。

○

ヘルメット、グローブ（手袋）を装着し、⾃転⾞にはベル（警音器）を装備してください。

○

雨具、工具、スペアチューブ、補給食、飲料など必要なものを装備して参加してください。

○

万が一の怪我などに備えて健康保険証（コピーも可）を必ず持参してください。

○

利賀エイドを出発して⼋尾⿊瀬⾕エイドまでの間は補給⾷、飲料を調達できるところはあ

りませんのでご注意ください。

開会式
○

ロングコースおよびミドルコースの皆さんは、コースや⾛⾏に関する注意事項を説明しま

すので、必ず開会式に参加してください。

走行上の注意
○

コース上では、スタッフの指⽰に従って⾏動してください。

○

参加者は、必ずチェックポイントを通過してください。

○

先頭の⾛⾏リーダーを追い越さないでください。

○

サポート⾞両による伴⾛は禁⽌します。

○

サイクリングコースに参加される⽅は、チーム・家族単位での⾏動をお願いします。

トラブル
○

リタイアなどコースアウトする場合は、必ずスタッフに申し出て、
指示に従ってください。

○

交通事故などのトラブルが発生した場合は、すぐに近くのスタッフ等に連絡してください。

当事者の場合は、現場にて警察等の指示に従ってください。
以

上
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本大会について
○

本⼤会はタイムを競うレースではなく、公道を使⽤するサイクリングです。交通法令等を

遵守して安全運転に徹してください。
○

悪天候など、やむを得ない理由によりコースの短縮や⼤会の中⽌をする場合があります。

○

各エイドをそれぞれの制限時刻までに出発できない場合は、回収あるいはリタイアの措置

を講じることがあります。
○

今回の⼤会では、リタイアして回収⾞に乗られた⽅はコースへの復帰はできません。

駐車場
○

駐⾞場ではスタッフの指⽰に従っていただき、指定された場所以外には駐⾞しないでくだ

さい。
○

利⽤可能時間は、当⽇の午前４時から⼤会終了（午後６時すぎ）までです。駐⾞場での⾞

中泊もしくは宿泊はできません。

受付
○

受付時間は前日が全コース午後３時から午後６時まで、当日はロングコースおよびミドル

コースが午前５時から午前６時まで、サイクリングコースおよびファミリーコースが午前６
時１５分から午前７時３０分までです。
○

受付時には、自筆で署名した誓約書（18 歳以下は保護者の同意が必要です。）と、この書

類をお送りした封筒（宛名シールにエントリーナンバーが記載）を提出してください。
○

⾛⾏に必要としない荷物（⾦銭や貴重品等を除く）は、ゴールまでの間、受付にてお預か

りいたします。受付でお渡しする荷札にエントリーナンバー、氏名、携帯番号を記載して受
付にお預けください。
（貴重品等の紛失には責任を負いません。）

グランフォンド富山 2018 スケジュール
会場

ドリームスタジアムとやま（富山競輪場） 富山市岩瀬池田 8-2

大会前日 ５月２６日（土）
時 刻

内 容

備 考

前日受付

15:00

※ドリームスタジアムとやま主催のロングライド講習を受講される方は、
15:25

～18:00

までの受付となっていますので、ご注意ください。

大会当日 ５月２７日（日）
時 刻

内 容

備 考

ロングコース 受付

5:00
～5:50
6:15
～7:30

・案内の封筒（宛名のところにエントリーナンバーが記入してあります）と、署

ミドルコース 受付

名済みの誓約書を、受付にお持ちください。

サイクリングコース 受付

・受付後、スタッフの指示に従って集合、整列してください。

ファミリーコース

・ロングコース、ミドルコースは、整列時にライトチェック（装備、点燈の有無）

受付

をしますので、用意してください。
6:00

開会式

・ロング・ミドルコースは、全員参加してください。

6:15

ロングコース スタート

・整列順に、順次スタートします。

7:15

ミドルコース スタート

※メイン会場周辺の渋滞を避けるため、小集団で間隔をあけてスタートしますの
で、スタッフの指示に従ってください。

サイクリング スタート

8:00

・スタッフの指示に従って集合、整列し、スタートしてください。

ファミリーコーススタート
庄川水記念公園エイド＆

（補給食、飲み物あり）

チェックポイント（53Km）
～9:30 まで

ロングコース 出発制限時刻

・ロングコースの方であっても、9:30 以降はミドルコースへ変更となります。

～11:00 まで

ミドルコース 出発制限時刻

・ミドルコースの方は、10:00 以降の出発となります。→八尾黒瀬谷エイドへ

世界遺産相倉集落エイド＆

・ロングコース（補給食、飲み物あり）

チェックポイント（80Km）

※相倉集落内は、自転車から降りて押し歩きをお願いします。

～12:00 まで
～13:15 まで
～13:30 まで

15:30 まで
〃

ロングコース 出発制限時刻
利賀エイド（96Km）

・ロングコース、昼食となります。
（飲み物あり）

ロングコース 出発制限時刻

※食事の提供は、13:20 までです。

大長谷関門（111Km）

※通過制限時刻以降は、タイムアウトコースを走っていただきます。

大長谷本コース出発制限時刻

※制限時間内でもタイムアウトコースを希望する方は指示があるまで待機。

八尾黒瀬谷エイド＆チェック

・ミドルコースの方は、ここで昼食となります。
（飲み物あり）

ポイント（79Km / 135Km）

※食事（ミドル参加者）の提供は、13:00 までです。

ミドルコース 出発制限時刻
ロングコース 出発制限時刻

・ロングコースの方には、飲み物の補給があります。

常願寺エイド＆チェックポイ

（補給食・飲み物あり）

ント（100Km /156Km）
16:50

ミドルコース 出発制限時刻

〃

ロングコース 出発制限時刻

18:00

全コース 最終ゴール

お疲れさまでした！

グランフォンド富山実行委員会連絡先（前日まで）
（大会当日）

050-3515-3156
070-2250-2946

2018

氷見市

→
ファミリーコース昼食ポイント

→

新湊きっときと市場

到着制限時間＝１８
：００

富山湾

高岡市

→
射水市

8

→

富山市

雄神大橋
ロング 9：30
ミドル 10：40

→

★アップダウンが続く区間

砺波市
13:30

→

→

→

16:50

タイムアウトコース

156

304

15:30

南砺市
★急な下り区間につき注意
★きつい登り区間

★きつい登り区間
五箇山トンネル

→

★きつい登り区間

栃折峠
★急な下り区間につき注意
樽尾トンネル

梨谷トンネル

山の神トンネル

12:00

常願寺川

359

★フラット基調の道が続く

庄川

41

→

★フラット基調の
道が続く

→

サイクリングコース昼食
ポイント 氷見海浜植物園

13:15

サイクリングコース
ファミリーコース
ミドルコース
ロングコース

コース名

エントリーナンバー

グランフォンド富山 2018
参加誓約書
1．私は、参加するコースの難易度に応じたサイクリングの知識と経験があることを自覚してい
ます。また、交通規制をしないコースであることから、交通法令、交通マナーそして大会規則
を遵守し、安全に十分注意しながら走行しなければならないことを理解しています。
2．本大会は、競技ではなく自転車を楽しむためのサイクリングの大会であることをしっかりと
理解し、私個人の責任で熱中症に対する十分な水分補給や体調管理等をします。また、使用す
る自転車には、法令で定める装備し十分な安全管理をし、走行中はヘルメットおよびグローブ
（手袋）を着用します。

3．現在、私の健康状態は良好であり、大会中に問題が生じることは予想されません。

4．大会当日に体調の異常を少しでも感じた場合は、勇気をもって参加を辞退します。また、走
行中においても常に体調を意識し、異常を少しでも感じた場合は走行を中止します。
5．天災または気象状況の悪化などの不可抗力の事由、
あるいは主催者側からの指示等によって、
安全確保のために大会内容の変更、縮小または中止となっても、異議を唱えません。
6．安全を確保する必要がある、または大会運営に支障をきたす恐れがあるとの理由で、大会ス
タッフから走行中止の指示が出た場合は、これに従います。
7．上記 4．から 6．までの事由によって参加を辞退し、走行を中止し、あるいは、大会内容が変
更または、中止となった場合でも、大会への参加のために要した諸経費（参加費を含む）の支
払請求を行わないことを承諾します。
8．私が大会開催中に負傷し、事故に遭遇し、または疾病が生じた場合は、大会主催者の指定す
る医師及び看護師が私に対する応急処置を施すことを承諾し、その応急処置の方法及び結果に
対して異議を唱えません。
9．私が大会開催中に負傷などした場合、私に対する補償は大会主催者が契約するイベント保険
の範囲内（下記）であることを承諾します。他に必要な保険には別途自分自身で加入します。
※ 死亡保険金 300 万円、入院保険 2,500 円/日、通院保険金 1,500 円/日
10．大会期間中の私の所有物の、紛失･破損または盗難については、大会主催者に補償を求めませ
ん。
11．私の肖像・氏名・住所・年齢・自転車歴及び自己紹介などの個人情報が、大会のパンフレッ
ト、大会関連の広報物、報道並びに情報メディアにおいて使用されることを了承し、大会主催
者及び共催者が制作する印刷物、ビデオ並びに情報メディアなどによる商業的利用を承諾しま
す。
12．私の家族、親族及び保護者は、本誓約書に基づく大会の内容を理解し、私の大会参加を承諾
しています。
13．主催者が指示する場所以外の場所には駐車しません。

14．本誓約書のほか、大会規定および大会主催者、スタッフの指示に従うことを承諾します。

住

所

本人自署

（保護者自署）

承諾する項
目に○印を
記入してく
ださい

