A&F 24 時間耐久 MTB CUP in サイクルスポーツセンター

募集要項

24 時間魂を燃やし続けろ！
サイクルスポーツセンターの MTB トレイル、2014 全日本選手権大会
の一部コースを使用。初心者からエキスパートまでレベルに応じた
走りが可能です。

1．主

催 一般財団法人日本サイクルスポーツセンター

2．共

催 株式会社エイアンドエフ

3．後

援 日本マウンテンバイク協会 サイクルメッカ伊豆推進協議会
株式会社ＦＭ ＩＳ

日本アドベンチャーレース協会（予定）

4．運営協力 アドベントジャパン
5．大 会 日 平成 26 年 11 月 29-30 日（土-日）
6．内

容

◆24 時間オープン
人数によるクラス分けはありません。チーム編成は 2 名から 10 名。
参加資格：26 インチ以上のＭＴＢ

中学生以上（18 歳未満は 16:00 から翌 4:00 まで走行不可）

参加費：1 チーム 2 人～5 人 13,000 円（1 人あたり） , 1 チーム 6 人～7 人 12,000 円（1 人あたり）、1 チーム 8 人
11,000 円（1 人あたり）、1 チーム 9 人～10 人 10,000 円（1 人あたり）
◆24 時間ソロ
性別によるクラス分けはありません。
参加資格：18 歳以上の健康な男女

会場内に関係者（選手可）が 2 名以上同席していること

参加費：15,000 円
◆4 時間耐久レース
土曜日 12 時スタートの 4 時間耐久レース
参加資格：26 インチ以上のＭＴＢ
クラス：ソロ、2 人
参加費：1 チームソロ 8,000 円（1 人あたり）、1 チーム 2 人 6,000 円（1 人あたり）、1 チーム 3～4 人 5,000 円（1
人あたり）
※24 時間オープン・ソロ・4 時間耐久合計 100 組限定
◆ミルキーレース
未就学児のお子さんのレースです。ピットの真ん中を堂々と走る姿に感動！！
２００ｍほどの障害物競走。表彰式はレース終了後、直ちに行ないます。
参加資格：未就学児
参加費：

500 円

◆キッズトライアルレース
24 時間耐久レースのコースを一部使用。
小学生の熱き戦いでイベントを盛り上げてください！
表彰は高学年男女、低学年男女の 4 つのカテゴリーで行います。

参加資格：小学生
参加費：

1,500 円

◆ピット料理コンテスト
審査員の視覚、味覚をビビットさせてくださったチームには豪華賞品を進呈！
参加資格：どなたでも可
参加費：無料（材料等はご自身でご用意ください）
◆Ａ＆Ｆダッチオーブンイベント
A&F スタッフがダッチオーブンを使用した簡単レシピをご紹介。
振る舞いもありますので、コッフェル片手にお集まりください。
◆サイクル＆アウトドアギアショップ
サイクル＆アウトドアの協賛各社様から魅力的な商品の数々をスペシャル価格でご提供。早い者勝ちです。
◆フリーマーケット
参加選手のピットにてフリーマーケットを開催！ピットを周り、良い品が無いか品定めをしてみましょう。
参加資格：どのピットでも開催可能。事前に参加チームは事務局にご連絡ください。
申込方法：特になし
◆前日ピットイン
金曜日の夜からピットイン可能！
金曜日 17:00-21:00 までにコース内へピットイン！（※17:00-21:00 以外での入場を希望される方は事前にご連絡
ください。）
◆ビアーカー選手権
はるばるオランダから来た 10 人乗り自転車で２００ｍを猛ダッシュ！参加は自由です。勝利チームには豪華賞品
プレゼント！10 人乗りの自転車で競走！どのチームが一番早いか！当日申し込み受付。
◆仮装ナイトレース
仮装をしてペダルが付いていない自転車で地面を一生懸命に蹴ってレースを行います。
お子さんに負けないように、一生懸命に地面を蹴って進んでください！参加は自由です。
◆専用ピット
申込金：3,000 円
専用ピットの申込チームには１０ｍ×１０ｍの大きさのピットを申込順にご用意します。場所はスタートフィニッシ
ュエリアに近い場所となり、アナウンス等が十分に聞こえる場所となります。限定 15 ピット
（※お申込みが無いチームは５ｍ×１０ｍの広さです）
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7．スケジュール（予定）
11 月 29 日（土）
０６：００－０９：００

入場・車両ピットイン

０８：００－０９：００

参加選手受付

０９：００－１１：００

コースオープン・試走（義務）

１１：００－１１：２０

ライダーズミーティング

１１：２０－１１：４０

キッズトライアルレース（小学生）＊召集１１：１０

１２：００

２４ｈ耐久・4ｈ耐久スタート＊召集１１：４０

１３：４５

キッズトライアルレース（小学生）表彰

１４：００

ミルキーレース（未就学児）＊召集１３：４５

１６：００

ライト点灯（走行車義務）
4h 耐久フィニッシュ

１８：００～１９：００

ピット料理コンテスト

２０：００～２１：００

仮装ナイトレース

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
11 月 30 日（日）
０７：００

ライト消灯

１２：００

２４ｈ耐久フィニッシュ

１３：３０

表彰式

＊予定は諸事情により変更の場合があります。
8．申し込み
インターネットで 24 時間エントリーOK！

www.sportsentry.ne.jp

●参加料の払い込み
セブンイレブン・ローソン・ファミリーマート・デイリーヤマザキ・ミニストップなどのコンビニ店及びクレジットカード
で参加費支払が行えます。
キャンセルについて： 申し込み受理後は大会中止、延期などの理由の如何に関わらず参加料金の返金はいた
しません。
締め切り 10 月 24 日（金）まで
エントリーが１００チームになった時点で募集を締め切ります。
9．注意事項
◆指定時間外の練習走行、受付を済ませていない選手の走行はできません。ナンバーを装着していない選手
の走行はできません。
◆車検は行いませんので各自事前に十分整備を行ってください。
◆選手は試走時間内（土曜日０９：００－１１：００）に 1 周以上の試走を行うこと。
◆ピット車両および車両の入場は２９日０６：００より０９：００です。翌日の退場時間は１４：００より１６：００までで
す。また２９日１８：００より３０日７：００までの間にも車が出入りできるよう、エントリー締切後ご案内します。それ
以外の時間における車両の移動を禁止します。
◆ピットの位置はエントリー順です。

◆ピットの大きさは１チームに５ｍ×１０ｍを申込順にてご用意します。この範囲でテント設営、駐車をお願いしま
す。おさまらない車はピット外の駐車場へお願いします。ピットはサーキット内ですのでペグが打てません。風の
対策を十分に行ってください。
◆大会主催者において参加者対象に傷害保険（通院 1 日 3,000 円、入院 1 日 5,000 円、死亡 5,000,000 円）に加
入しますが各自必要であれば追加で保険にご加入ください。
◆競技中の病気、傷害については応急処置の用意はありますが、それ以後については本人が一切の責任を負
わなければなりません。健康保険証などの用意については各自管理してください。
◆競技コースの走行には十分な注意を払ってください。
◆遊園地での競技的走行禁止。 （トラブルを避けるため、遊園地内は自転車を押して歩いてください。）
◆競技運営上、天候その他の理由によりスケジュールが変更されることがあります。アナウンスもしくは掲示板
を常にご確認ください。
◆施設内は非常に広く複雑です。大会に関係のない場所への立ち入りは禁止します。
◆ペット入場不可。
◆中学生以下の選手は安全確保のためにビブスゼッケンを着用ください。
◆飲酒運転は絶対に禁止です。お酒を飲んだら自転車には乗れません！
10．大会規則
●スタート方法
第 1 ライダーはスタートラインにゼッケン順にお並びください。
ファーストラップは５ｋｍサーキットを 1 周していただきます。
●フィニッシュ
競技は日曜日の 12 時に終了します。
時間が経った時点で例外なくすべてのライダーがフィニッシュします。
12 時以降計測所を通過してもカウントはされません。
●選手交代
コースを走行する際にはチームに一つ渡されるチップを足首に装着し、選手交代はこのチップとナンバープレー
トをピット内で次のライダーへ渡してください。
●駐車場
ピットに収まりきれない車両はサーキット内の駐車場へお願いします。台数に限りはありませんが、傾斜地です
ので係員の指示に従い駐車してください。大会開催中のピット内の車両移動はできません。
●コース
コースは 1 周、約 3.5kｍを予定しています。
1 度コースに出たライダーはその周回を終えなければなりません。
●追い越し
追い越されるライダーはその追越を妨げてはなりません。
また、追い抜くライダーは「左」「右」などの追い越す側を声で知らせることが安全を確保する方法です。
●ライト
日没は 16：30 くらいの予定です。16：00 より翌 07：00 までに走行するライダーはライトを必ず点灯させなければ
なりません。また、コミッセールにより指示があった場合も同様です。ライトの装着はハンドルバーに 2 つ、テール
ライト（赤のみ）１つを義務とし、それ以外にもヘルメットなどへの装着を推奨します。予備バッテリーは必ずピット

に用意してください。
11．交通案内

・東名高速道路沼津 I.C から 35 分
・東名高速道路長泉沼津 I.C から 35 分
東駿河湾環状道路～伊豆中央道大仁 I.C.から伊東方面へ 8km
・小田原から 60 分
伊豆スカイライン亀石峠から大仁方面へ 3km
・熱海から 40 分
国道 135 号線宇佐美から大仁方面へ 11km
・伊豆箱根鉄道修善寺駅から東海バスにて 20 分
12．宿泊
宿泊については下記（施設内）へ直接お問い合わせください。
日本サイクルスポーツセンター内宿泊施設 サイテル
1 泊 2 食 7,128 円

素泊まり 4,644 円

ご予約 ℡0558-79-0640
※深夜のチェックインも可能です。

