ん
てください。
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キッズレース 参加案内書
この度は、「アンカー 日産スタジアム・サイクルパークフェスティバル」にエントリーいただきありがとうございます。
この参加案内書をよくお読みになり、大会に参加してください。

遵■ 受付～試走～レース～表彰式までの流れ
1．受付
・受付時間内（13:00～14:30）に、余裕をもって受付を済ませてくだ
さい。受付時に「参加カード」・「自転車チェックシート」（アンカー
ジュニア A・B のみ、レベナカップは不要）を提出し、ゼッケンなど
を受け取ってください。
・ゼッケンは安全ピンで腰の右側に 1 枚装着してください。

【レーススケジュール】 15:15 集合・説明
① レベナカップ ※距離：400m（1 周）
② アンカージュニア A・B 試走
③ アンカージュニア B レース ※距離：1.2km（3 周）
④ アンカージュニア A レース ※距離：3.2km（8 周）
～15:50 全レース終了予定～

※安全ピンは、レース終了後に受付にお戻しいただくか、お持ち帰りください。

4．レース終了後

【アンカージュニア A・B のみ】

・レース終了後は、スタッフの指示に従いコースアウトしてください。

計測タグを自転車のフロントフォークに装着してください。

・アンカージュニア A・B の参加者は、計測タグを受付に返却してく
ださい。万が一紛失された場合は、実費をお支払いただきますの
でご注意ください。

5．表彰式・キッズバイク抽選発表 ※アンカージュニア A・B のみ
■抽選発表 16:00 頃～

2．集合

ブリヂストンサイクルのキッズバイクを、アンカージュニア A・B 出場

15:15 に、スタジアム内計測テント横の『集合場所』に集まってくだ

の方の中から抽選でプレゼントします！アンカージュニア A・B の参

さい。（集合場所は、右下のマップ参照）

加者全員に当選するチャンスがありますので、ステージ付近にお

※遅れた場合は、レースに参加できない場合があります。

集まりください！

3．レース
・『集合場所』からスタートラインまでスタッフが誘導します。
・レースは、トップの選手がゴールした後に計測ラインを通過したタ
イミングですべての選手がレース終了となります。
（周回遅れになった場合は、規定周回より少ない周回数でレー
ス終了となる場合がございます。予めご了承ください。

■表彰式 16:35 頃～（2 時間の部表彰式終了後）
リザルトを確認し、表彰対象者（各カテゴリー上位 3 位まで表彰）は、
16:20 までにステージ付近にお集まりください。
※リザルトは、受付付近に掲示します。また、後日大会ウェブサイ
トでもご覧いただけます。
【注意】レベナカップは、表彰・抽選はありません。

【例】アンカージュニア A で７周目にレース終了）
※立ち上がりのスピードの差からくる接触事故を減らすため、お子
様の車種・年齢の差（未就学児の部）等によって運営側が事故の
危険があると判断した場合、スタッフが整列順を指定させていただ
く可能性があります。ご理解いただきスタッフの誘導に従っていた
だけますようお願いします。
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■ 注意事項
レース時における自転車、服装、携行品
1．参加者は試走・レースでコースを走行する場合は必ずヘルメット（カスクは不可）及び手袋を着用してください。
2．参加者は、アイウェア・スクイズボトル・腕時計の装着・携行は認めますが、脱落しないようにしてください。また、ガラス容器、その他
危険物を携行することは禁止です。
3．参加者は、受付で配布された指定のゼッケンを腰の右側に装着してください。
【アンカージュニア A・B のみ】
当大会の車両規定を、事前に必ず確認の上、レースに参加してください。
－使用する自転車は、フリーホイール式で前後のブレーキが完全に作動し、レースを安全に行える強度を備え、よく整備された自転車で
あることを義務付けます。参加者は、自己の責任で自転車の整備を行ってください。
－ブルホーン、ＤＨ、クリップオン、スピナッチ、その他アタッチメントバーの着用・使用は素早いブレーキの妨げになるため認めません。
発見した場合は競技を中断し取り外していただきます。ただし、フラットバー仕様の車種のみエンドバーの使用は認めます。
－車両全般において、主催者がレース走行において危険と判断した改造された車両を発見した場合、安全のためにもその場でレ
ース出走を禁止させていただく場合があります。予めご了承ください。
例）サドルのない自転車など

参加における注意事項
1．ウレタン保護のため、スタジアムトラックおよびピットエリアでの飲食は厳禁です（真水のみ可）。飲食をされる場合はスタンドでお願いしま
す。また、大会により発生したゴミは必ずお持ち帰りください。
2．ピットエリアを含め、スタジアム敷地内は火気厳禁となっており、全面禁煙です。
同伴される保護者の方はご協力お願いします。
3．大会当日にプログラムを配布します。必ず内容を確認してください。試走・レースでは無理な加速をせず、常に安全走行を心がけてくださ
い。コース上ではスピードの異なる参加者が同時に走るため、接触、追突には十分注意してください。
4．日産スタジアム敷地内は自転車での走行は原則禁止となっています。必ず自転車から降りて通行してください。また、大会当日以外は公
園内での自転車走行はできません。

保険について
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の範囲内の補償となります。補償内容に不安のある方は、各自で別途、
保険にご加入ください（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。
補償内容

【死亡、後遺障害】 300 万円 【入院（日額）】 3,000 円 【通院（日額）】 2,000 円

保険会社

エース損害保険株式会社

保険の詳細についてのお問い合わせ先

もしケガをしてしまったら･･･
大会終了後、すみやかにサイクルパーク運営事務局にご連絡ください。

エース損害保険(株)代理店 (有)ワイコーポレーション

【サイクルパーク運営事務局】 電話：03-3354-2300（平日 10～18 時）

電話：045-664-3070（平日 9～17 時）

※保険申請手続き等の詳細に関しましては、ご連絡いただきました際にご案内いたします。
※ご不明点などは、サイクルパーク運営事務局までお問い合わせください。

その他
1．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。
2．手荷物や自転車は、保護者の方がしっかりと管理してください。
3．忘れ物は運営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ご了承ください。
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■ スケジュール/サブイベント情報
※このスケジュールは予定です。変更する場合がございます。

ブースのご紹介
■ アンカー2017 年最新モデル＆ブリヂストンサイクル大試乗会＆関連メーカーブース
今年もアンカーブースではニューモデルを展示いたします。一般向けとしては初公開となりますので、アンカー2017 モデルが
気になる方は要チェック！その他、アンカー関連グッズの販売や、試乗などもございますので、是非お越しください。
出展予定ブース：ブリヂストンサイクル、日本旅行、明治(SAVAS)、ウエイブワン、アズマ産業

ブリヂストン アンカー サイクリングチームのご紹介
今年も、ブリヂストン アンカー サイクリングチームの選手がゲスト参加し、参加者の皆様と一緒に走ります！ 選手の美しく速い走りを
間近で体験できる貴重なチャンス！レース中やブースにて、ぜひお気軽に声をかけて話してみてください。
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■ レース以外も楽しめるサイクルパーク！
本大会では、レース参加者の皆さまはもちろん、一緒に会場に来られるご家族・ご友人等の一般来場者の方も今まで以上に充分に楽しん
でいただけるコンテンツをご用意いたします。今まで足を運んでみようと思っていたけど行けなかった方、初めてこの大会のことを知った方、
家族・友人が自転車に興味のある方、自転車レースを見てみたい方、休日を日産スタジアムで過ごしたい方など、ぜひこの機会に日産スタ
ジアムに足を運んでください！

●100 着限定！サイクルパークオリジナルスポーツ T シャツを販売！！
毎年大人気のサイクルパークフェスティバルオリジナルスポーツ T シャツの販売が今年も決定！
今大会の会場でしか手に入らない逸品！ぜひ会場でお買い求めください。
※100 着限定販売のため、売り切れ次第販売を終了します。予めご了承ください（販売金額：2,000 円）。

●フードパーク
今年も飲食ブースが盛りだくさん！会場では様々な B 級グルメが勢ぞろい！
ぜひこの日のランチは、サイクルパークの会場でお召し上がりください！

●自転車が当たるチャンス！クイズラリー
会場に来ていただいた方全員を対象に、クイズラリーを開催。サイクルパークや日産スタジアムにまつわる問題に答えていただき、全問正
解した方の中から抽選で、ブリヂストンサイクルの自転車ほか、豪華商品をプレゼント！

●初めてのランニングバイク教室＋交通安全講座

＊参加無料

当日ご来場いただいた方を対象に（対象：3～6 歳）、初めてのランニングバイク教室＋交通安全講座を実施します。ペダルなしで歩く、曲が
る、止まるから、出来そうな子は特別にペダルをつけて自転車に挑戦！自転車に乗るためのコツを伝授します。また交通安全についてもお
話しします。ぜひ親子で会場（下記マップ参照）へお越しください！（ランニングバイク、ヘルメットはこちらでご用意いたします）

＜対象年齢＞ 3～6 歳の自転車に乗れないお子様
＜実施時間＞ ①10:00～10:40

②12:00～12:40

＜定員＞ 各 10 名
③14:00～14:40

＜受付時間＞ 当日 9:00 より整理券配布
※整理券配布時に、ご希望の実施時間を選択していただけます。
※先着順・定員に達し次第、締め切らせていただきます。
＜受付・実施エリア＞ 出展ブースエリア横（下記マップ参照）
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アクセス情報

住所：神奈川県 横浜市港北区小机町 3300

■ 電車でお越しの方
・JR 小机駅から徒歩 7 分
・JR 新横浜駅から徒歩 15 分
・横浜市営地下鉄新横浜駅から徒歩 12 分
■ お車でお越しの方
・新横浜方面から「リハビリセンター入口」交差点を左折
→第 1 駐車場（6：30～22：00）
・第 3 京浜道路港北 I.C.方面から
「リハビリセンター入口」交差点を右折
→ 第１駐車場（6：30～22：00）
・第 3 京浜道路港北 I.C.方面から「多目的遊水地」を左折し、ループ橋を下り道なりに進む → 第 3 駐車場（7：30～22：00）
※駐車場は有料となります。普通車：2 時間 400 円（超過 30 分毎に 100 円）
※駐車台数に限りがありますので、なるべく公共交通機関にてお越しください。

大会開催可否について／大会当日の連絡先
大会は雨天実施です。荒天等の諸事情による開催の可否は、開催中止の場合のみ、大会当日の午前 6 時から
大会ウェブサイトにて発表します。
【大会ウェブサイト】 http://www.cyclepark.jp/
【大会当日の連絡先】

03-3354-2300 （サイクルパーク運営事務局） ※会場にいるスタッフにつながります。

お問い合わせ
サイクルパーク運営事務局（ルーツ・スポーツ・ジャパン内）
【TEL】

03-3354-2300（平日 10:00～18:00）

【MAIL】 nissan@roots-sports.jp
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