
浜松西I.C.を降りて右折、「南九領橋」を右折、中之島大橋を
渡って新居方面へ右折、ボートレース浜名湖へ。

輪行による利用が便利です。
JR新居町下車、道なりに北上、丁字路交差点を右折し右手。

お問い合せ・総合管理

浜名湖サイクル・ツーリング
運営事務局
〒430-0933 浜松市中区鍛冶町100-1 ザザシティ浜松中央館5階　

TEL.053-458-0011
（月から金9：00〜18：00 ※祝日は除く）

 ▼ホームページでもご案内しています。

http://hamanako-ct.jp 

大会当日 本部連絡先

雨天実施ですが当日荒天時の確認や、
開催中の緊急連絡、リタイアの連絡はこちらへ。

TEL.090-2570-5959
TEL.090-2348-0228
上記電話番号は、3/20（土）、3/21（日）のみの連絡先です！ それ以外は、通常通
り事務局までお問い合せください。

浜松西I.C.より
自動車で  所要時間約30分

JR新居町北口より
自転車で  所要時間約5分

主催／浜名湖観光圏整備推進協議会
　　　（（公財）浜松・浜名湖ツーリズムビューロー、
　　　舘山寺温泉観光協会、奥浜名湖観光協会、
　　　三ヶ日町観光協会、新居町観光協会、
　　　舞阪町観光協会、湖西市観光協会、浜松市、湖西市、
　　　浜名湖サイクルツーリズム推進会議） 
共催／静岡新聞社・静岡放送　
協力／静岡県サイクリング協会、
　　　静岡県西遠自転車商業共同組合

当日必ずこのパンフレットをご持参ください

※安全な大会進行を図るため、参加コース、受付番号により、受付時間が異なり 
 ます。本紙内プログラムにて自分の番号とプログラムを照らし合わせ、受付時間・ 
 スタート時間をご確認ください。

※当マップをしっかりとお読みいただき、忘れずにご持参ください。特に「道路交通法 
 に基づく走行上のルール」「スタンプ・途中棄権について」「参加規定および注意 
 事項」「重要事項」をご了解のうえ、ご参加ください。

〈 下記の数字があなたの受付番号です 〉

「浜名湖サイクル・ツーリング2021」へ
お申し込みいただきありがとうございました。

レースではありません。ゆっくり走るサイクリング大会です。
交通ルールを守って楽しく走りましょう！

コースは公道です。一旦停止や踏切停止、一列走行などの道路交通法
及び交通ルールや交通マナーを必ず守り、参加者の責任で安全を確保し
てください。（守れない方は失格とし、途中棄権していただきます）

▼安全走行のため、先導スタッフに続いて走行してください。
約30㎞/hで走行いたします。

▼ヘルメットは必ず持参し、着用してください。
参加者全員に正しく装着していただきます。着用しない場合は参加できません。

▼自転車の修理は一切行いません。整備はしっかりとしてください。
自転車のブレーキ・ハンドル・サドル・空気圧などを中心に十分に整備してくださ
い。パンクの原因の第一は空気圧の不足です。特に初心者の方はご注意を。
またお子様がブレーキバーに指が届かないケースなどは危険ですので、保護者

（親権者）が必ず責任を持って安全な自転車でご参加ください。

▼道路交通法および交通マナーを必ず守ってください。
コースは貸し切りではありません。すべて公道上です。自転車道でも常に歩行者
が優先です。交通ルールを守り、安全第一で行うサイクリング大会です。レース
まがいのスピード走行は厳禁とします。

▼長距離走行には水分や間食が必要です。
水分や間食は適宜とらないと体力がすぐに消耗します。初心者の方は特にご注
意を。ボトルや水筒への給水や携帯食の確保は事前に済ませてください。朝食
もお忘れなく。

▼コース上の車止めには十分注意してください。
自転車道部分や自歩道部分を中心に、車止めのポールやゲートが約70箇所あ
ります。前方に常に注意し、車止めの間隔が狭い箇所は必ず自転車を降りてく
ださい。それ以外の箇所も徐行してください。

▼健康管理をしっかりと行って参加してください。
体調がすぐれない場合は、ご参加なさらないようにしてください。特にレギュラー
コースは充分な体力が必要となります。またルート上のトイレは立ち寄り自由で
す。無理のないご参加をお願いします。

▼レギュラーコースからビギナーコースへのコース変更は可能です。
レギュラーコースからビギナーコースへの変更に限り、当日受付時にコース変更
が可能です。体調に合わせてご判断ください。

▼リタイヤ（途中棄権）する場合は、必ずご連絡ください。
途中棄権する場合は、必ずスタッフにその旨を申し出るか、緊急時大会本部連
絡先まで電話で申告してください。申告がない場合は、サイクリングを途中で放
棄したものと見なします。

▼マップを読むときは必ず安全な場所に停車してください。

集合会場の「ボートレース浜名湖」は夜間駐車ができません！
当日は朝5:30の開門（対岸駐車場のみ）となりますので、
ご注意願います。
※満車の場合は西駐車場へ回ってください。

この大会は、時間やスピードを競う競技ではなく、安全な走行で完
走を目指すサイクリング大会です（計測はしません）。

一旦停止無視などの交通ルールの無視、他の参加者や交通の迷
惑となるような走行、スピード走行及び危険な走行は厳禁です。そ
のような参加者を見かけた場合は、ただちに棄権していただきます。
事故のないよう、安全第一で走行するとともに、体調管理は万全を
期してください。

安全走行のため、先導スタッフが各コースにつきます。各コースは
約30㎞/hで走行いたします。先導スタッフに続いて走行をお願い
します。

■  参加者は全員傷害保険に加入しますが、その限度外での対応はできません。必 
 要な方はあらかじめご自分の責任で保険等にご加入ください。
 ※補償限度額「傷害保険」
 （死亡後遺障害500万円／入院日額3,000円／通院日額2,000円）

■  事故の無いよう、安全第一で走行してください。急病、傷害、死亡、器物破損、自 
 転車の盗難などは、すべて参加者の責任とします。

■  必ず体力と経験に合ったコースを選んでください。レギュラーコースは、健脚向き 
 です。

■  全てのコースにおいて自転車用のヘルメットを自分で用意し、走行中は必ず着用 
 してください。

■  自転車は安全基準を満たし、十分に整備されたものを自分で用意してください（ラ 
 イト・ベル・反射板等装着）。特に小中学生など未成年の参加者の自転車の状 
 態には、保護者（親権者）が必ず責任を持ってください。グラブや工具、予備チュ 
 ーブ等もできるだけ着用・ご持参ください。

■  健康保険証・雨具・着替えなども忘れずにご持参ください。

■  救急処置およびパンクなどの自転車の修理・管理は参加者各自の責任で行って 
 ください。主催者は修理等を一切行いません。

■  この大会は、時間やスピードを競う競技ではなく、安全な走行で完走を目指すサイ 
 クリング大会です（計時は行いません）。他の参加者や交通の迷惑となるような 
 スピード走行や危険な走行は厳禁とし、発見した場合は棄権していただきます。

■  全コースとも、一部を除きほぼ全域が舗装路ですが、工事箇所など、未舗装路や 
 荒れた路面がある場合があります。湖岸沿いの浜名湖周遊自転車道（約 
 48km）などを中心に、できるだけ交通量が少なく、風景が楽しめるルートで設定し 
 ているため、ガードレールのない湖岸の道や、狭い路地も含みます。特に湖岸沿 
 いでは、強風や波しぶきに注意してください。また自転車道を中心に、車止めには 
 十分注意してください。

■  一部、国道を含む交通量の多い一般道の車道左端を走る部分があります。

■  一部危険箇所では、追い越しが禁止となります。スタッフの指示に従ってくだ 
 さい。

■  車種は限定しませんが、トラックレーサーは不可です。荷台に小さな子供を乗せて 
 参加することも不可です。

■  コース上の車止めには十分注意してください。自転車道部分や自歩道部分を中 
 心に、車止めのポールやゲートが約70箇所あります。前方に常に注意し、車止 
 めの間隔が狭い箇所は必ず自転車を降りてください。それ以外の箇所も徐行し 
 てください。

■  完走が困難と思われる方は、主催者側の判断で途中棄権またはコース変更して 
 いただく場合があります。

■  マップの情報だけに頼らずに、参加者の責任で状況を判断し、安全を確保してく 
 ださい。

■  コース上のおもてなしステーションには必ず立ち寄り、指定された場所にスタンプ
　を押してください。

■  途中棄権する場合は、必ずスタッフにその旨を申し出るか、緊急時大会本部連 
 絡先まで電話で申告してください。申告がない場合は、サイクリングを途中で放 
 棄したものと見なします。

■  道路左端に沿って必ず一列で走行すること。右側通行や横に並んで走ることは 
 厳禁とする （一部右側の自転車道通行箇所あり）。

■  交差点や横断箇所などでは、必ず一旦停止し、安全を確認すること。

■  信号を厳守すること。十字路を右折する場合は、2段階で右折すること。

■  歩道上に自転車のマークのついた青い標識のあるところ（すれ違いのできる歩 
 道）では、歩行者の通行を妨げないように、時には一時停止するなど、十分注意 
 し（歩行者優先）、歩道の車道よりを徐行すること。

■  歩行者とすれ違いのできない狭い歩道を通行する箇所では、自転車を降りて引く 
 こと。

■  下り坂や見通しの悪いカーブでは、速度を充分に抑えること。

■  横断歩道を自転車で通行するときは自転車を降りて引くこと。

■  横断歩道を横切る際に歩行者がいる場合は、必ず一時停止し、歩行者の通行を妨 
 げないこと。

■  横断歩道のない交差点やその付近で歩行者が道路を横断している場合は、歩 
 行者の通行を妨げないこと。

■  歩行者用道路を通行するときは、徐行すること。

■  路側帯を通行する場合には、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行 
 すること。

■  前を走行する自転車など他の自転車とは十分な車間距離を保ち、やむを得ない 
 場合を除き、急停車しないこと。

■  他の自転車を追い越す場合は、前方や後方の自動車や他の自転車に十分注意 
 し、安全を確認した上で、必ず追い越そうとする右側から追い越すこと。

■  安全走行のため、コース内に一部設定された追い越し禁止箇所をコースマップ 
 で確認し、守ること。

■  自動車などの他の交通の迷惑となる走行は厳かに慎むとともに、歩行者の通行を保 
 護すること。

■  マップを読むときには、必ず道路左端の安全な場所に停止してから読むこと。

■  併走スタッフおよび運営スタッフの注意事項を守ること。

■  上記の注意事項が守れない場合には失格とし、途中で棄権させるものとする。

■  そのほか、ここに記載されていない事項であっても、道路交通法および交通ルー 
 ル・マナーに反する行為、他の参加者に危険を感じさせるような行為は全て厳禁 
 とし、こうした行為を行った参加者は理由のいかんを問わず失格とする。

3 20土21日
2021 雨天実施

会場〈スタート・ゴール〉
ボートレース浜名湖

静岡県湖西市新居町中之郷３７２７-７

F

当日スケジュール

参加規定および注意事項

スタンプ・途中棄権について

重要事項

集合会場のご案内

●特色=DIC F207

前日受付を
実施します!
3月20日土 13:00~16:00
場所◎ボートレース浜名湖対岸駐車場
お泊りでご参加や当日の朝ゆっくりと準備をしたい方、
ぜひご利用ください。

同会場にて

大試乗会 開催
3月20日土 10:00~17:00
21日日 10:00~16:00

場所◎ボートレース浜名湖対岸駐車場
約20ブランドの試乗が体験できます。

入場
無料

F001～F100
M001～M050

F101～F200
M051～M100

F201～F300
M101～M150

F301～F400
M151～M200

F401～F500
M201～M250

参加受付
ブリーフィング 7:15～7:30 7:45～8:00 8:15～8:30 8:45～9:00 9:15～9:30

スタート 7:30～8:00 8:00～8:30 8:30～9:00 9:00～9:30 9:30～10:00
おもてなしステーションA 村櫛駐車場［遠州信用金庫Presents］
おもてなしステーションB 舘山寺温泉観光協会
おもてなしステーションC 奥浜名湖田園空間博物館
おもてなしステーションD 三ケ日青年の家
おもてなしステーションE 松見ヶ浦広場

ゴール 16:00
ゴール締切 17:00

閉門 17:30

道路交通法にもとづく走行上のルール
第 18回
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約75㎞

約60㎞

レースではありません。
ゆっくり走るサイクリング大会です。

交通ルールを守って楽しく走りましょう！

ボートレース浜名湖対岸駐車場の
開門は、朝5：30です。

※満車の場合は西駐車場へ回ってください。

奥浜名湖田園空間博物館 はまなこみんなのカフェ

キリンビバレッジ株式会社 静岡支社

集合会場＆スタート・ゴール
ボートレース浜名湖対岸駐車場
静岡県湖西市新居町中之郷₃₇₂₇-₇

ご協賛一覧 浜名湖サイクル・ツーリングへのご協賛、誠にありがとうございます。
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