第 10 回

木曽町開田高原クリテリウムレース

主旨
日本で最も美しい村に認定されている木曽町開田高原は自転車が似合います。
霊峰 木曽御岳山に抱かれたこの地は、良い意味で昔と変わらない風景を今も残しています。 サイクリ
ストの皆様に是非とも訪れて頂きたい、感じて欲しい大地の素晴らしさ。そして、サイクルロードレース
を観たことのない方々には、レーサーの美しさ、力強さを感じて欲しい。
日頃、鍛えぬいてレース活動をしているプロ・エリート選手によるクリテリウムレースの開催によって、
開田高原の素晴らしさ、サイクルロードレースの素晴らしさを伝え、双方の新睦を図ってまいります。
昨年に引き続きこの素晴らしきコースを選手、観客の皆様に満喫していただきたいと思います。
地元の皆様の要望により、2014 年から選手登録未登録の男女のレースも開催することとなり、コース使用
時間を延長させていただくことになりました。
多くの地元の皆様にもサイクルロードレースの素晴らしさを体験して頂きたいと思います。
主催

Legarsi Igname

レガルスイ・イナーメ

後援

長野県自転車競技連盟

信濃山形自転車クラブ

木曽プロジェクト

長野県木曽郡木曽町開田支所
1.

開催日

2020 年 8 月７日（土）クリテリウムレース（特設コース交通規制あり）
8 月８日（日）サイクリング・オリエンテーリング（交通規制はありません）

2.
3.

開催地長野県木曽郡木曽町開田高原藤沢地区
協賛

水芭蕉公園特設コース

2,1km/１周

木曽町役場開田支所
木曽おんたけ観光局

（財）開田高原振興公社（株）霧しな
（有）サイクルラインズ

カトーサイクル

やまめ工房 （株）クリフ
（株）IBS
4.

サンボルト㈱

前田製菓㈱

㈱シンボリ

(有)三沢自転車商会

（株）メディアライブホーディグス

タクリーノプロダクツ

スケジュール ８月７日（土）１０：３０~

選手受付及びサインオン

１２：４０

受付終了（サインは各レースの 10 分前までにしてください）

１２：５０

ジュニア A（未登録の中学生～高校生）1km レース・スタート

１２：５５

ジュニア B（小学生以下） 1km レース・スタート

１３：００

レーススタート一般男子 20 分間

１３：３０

表彰一般男子 1 位～3 位

１３：４０

一般女子レーススタート 20 分間

１４：１０

表彰一般女子 1 位～３位

１４：２０

登録男子（高校生・E ３・E2）
＆ 登録女子

１５：００
１５：１０
１５：５５
８月８日（日）

表彰

レーススタート３ 0 分間混走

登録男子（E3・E2）1 位～3 位・登録女子１～3 位

登録男子（E1/P）レーススタート
表彰

４０分間

１～3 位

９：００から準備できたチーム、各選手から

一般サイクリスト含めて、サイクリングを楽しんで下さい。
・回復走にあてたトレーニングを兼ねて木曽町周遊コースをお楽しみ下さい。
・交通規制は掛けませんので、一般交通規則順守でお願いします。
・地図にポイントを付けました。宝探しの感覚で仲間と協力してその場所を
見つけて下さい。時間制限制ですので、安心して勇気ある撤退ができます。

来年への糧として戻ってきてください。でも

仲間と協力して走ることで

より楽しい木曽町にふれあうことができるとおもいます。
・駐車場及びスタート＆ゴール
木曽町福島駅隣接
5.

木曽町役場駐車場

競技内容、競技規則
（財）日本自転車競技連盟の規則および大会特別規則（主催者）により実施。

6.

参加資格

JCF・JBCF 登録競技者、及び、 一般男子、一般女子
競技方法
・クリテリウムロードレースとする。ローリングスタートとします。
その他、当日審判に従って下さい
・ 検車、ヘルメット等の装備も含め（財）日本自転車競技連盟規則を順守する事。
・ ジュニア・レースに限り、どんな自転車で参加可。.
電動補助付き自転車のみ禁止。
・審判判断により先頭から２分遅れた選手は失格とする。
＊レースの状況に応じてその都度審判が決定するので、時間については暫定
パンク等のアクシデントによる遅れはニュートラリゼーションを認める（１周）
＊当日コミュニケでお伝えします。
7.

注意事項
・JCF ライセンスを受付時提示してください。（何らかの方法にて登録が確認できればライセンス
不携帯でも許可とします。）
・計測は審判の目測とします。１～３位までをレース終了後ただちに表彰します。
・競技中の傷害、疾病については応急処置しますが、それ以降の措置は各自の責任で行ってくださ
い。
・レース中のゴミ捨ては絶対禁止です。ポケットにしまいこむか、確実にサポートスタッフに渡し
てください。
・出走サインを忘れた選手はペナルティーとして 3,000 円をいただきます。
予測不能な天候悪化、事故等により競技運営が不可能と判断された場合、大会を中止しますが、
この場合参加料の返金はしかねますので、ご了承下さい。
駐車場はコース脇のグランドを借りております。現地の指示に従って下さい。
・コースの一般車両通行閉鎖は１３：００から１６：００の３時間です。
・レース前の試走は自由ですが、一般車両、歩行者に十分配慮して下さい。
・競技中、審判モトの誘導による一般車両の通行のあることをご了承下さい。
（地元の方の生活道路をお借りしておりますので、審判モトの指示に従って下さい。）
・救急車、消防車等の緊急車両の出動時は競技を中断します。
・選手、関係者は個人情報、肖像は各種メディアに露出されることをご了承ください。
＊当日の病院
長野県立木曽病院

長野県木曽郡木曽町福島６６１３－４
電話

０２６４－２２－２７０３

参加申し込み
参加料

※

4000 円

未登録一般レース

3000 円

ジュニア・レース

無料

参加申込

選手登録レース

エントリーは

2021 年 8 月１日（日）までにお願い致します。
氏名、チーム名（チームの無い方は無記名）、エントリーするレースカテゴリー、西暦生年月日、年

齢、血液型、登録番号、登録地、住所、連絡番号、緊急時連絡先と続柄、を記入の上、khosh-derosa@ezweb.ne.jp
まで送信ください。
緊急時は

電話対応もします。080-5144-3739

中畑

清

参加料は下記指定口座へ、2021 年 7 月 30 日（金）までにお振込み願います
尚、振込手数料は、参加者にてご負担をお願い致します。
お振込み口座 （ご注意－2021 年より振込先が変更になりました）
松本信用金庫

本店営業部

名義

イナーメ合同会社

中畑

清

普通口座
代表社員

０６８０９４１
中畑

清

お問い合せ先
携帯電話番号

080-5144-3739

携帯アドレス

khosh-derosa@ezweb.ne.jp

木曽ちゃり

川合 克巳

携帯電話番号

090-9358-4805

携帯アドレス

kawai-s@ezweb.ne.jp

(携帯では PC からのメールは受信できませんので、
PC から送信の場合は、kawai@kisochari.net )

宿泊
お宿

総合案内：

木曽おんたけ観光局

0264-25-6000

https://cyclig.kisodani-trail.com

コース及びオリエンテーリング スタート地点付近の宿をご紹介いたします。
民宿いずみ

0264-44-2052

http://www.kaidakogen.jp/Ryokan/izumi.htm

日の出旅館

0264-44-2127

http://www.kisoji.com/kisoji/spa/kaida/kaidaonsenhinoderyokan.html

Ｊハウス

0264-44-2219

プチヴィラマウントおんたけ
ペンションのらくろ
ロッジ上天気
木曽路の宿いわや

http://www.pjh.jp/

0264-44-2416

0264-44-2059

0264-44-2131
0264-22-2015

http://www.mtontake.jp/

http://www.kiso.ne.jp/~norakuro.kt/

http://www.jotenki.com/
http://www.kisoji-iwaya.com/

おん宿蔦屋

0264-22-2010

http://www.kiso-tutaya.com/

ぷちはうす SEOTO 0264-48-2126 http://puchihaus.wixsite.com/seoto
おんたけ休暇村 0264-48-2111 http://ontake-kyukamura.net
温泉

日帰り温泉施設「やまゆり荘」

0264-44-2346

オリエンテーリング参加のみなさまへ
８月８日（日）８：００～９：００

受付

木曽ヒノキで製作したスタンプ板を記念にどうぞ

９：００～１６：００（ゴール締切）
スタートした方々は地図に記されたスタンプポイントをお探しください。
木曽ヒノキのスタンプ板にスタンプした数により、ゴール後記念品をお渡しします。
木曽の楽しさを時間の許す限りサイクリングでお楽しみいただけるようスタッフ一同プランニング
してお待ちしています。
参加費は 無料。
募金瓶を設置しますので、お志しを頂戴できれば助かります。
人数の把握をしたいので、参加の方はレースの申込み時（７月２６日まで）にお知らせください。
オリエンテーリングのみの方の参加ももちろん大歓迎です。
当日、飛び入り参加もできますので、お誘い合わせてお越し下さい。
メールアドレス kawai@kisochari.net

＊ この大会は 新型コロナウイルス感染拡大防止対策を実施して開催します。
参加者全員（選手、スタッフ、コミッセール、他会場に来場する方々）
の体温を検温します。 ３７，５℃以上の方の参加はご遠慮いただきます。
本部テントにて受付時 検温記録させていただきます。
その他、レース以外の時 マスク着用をお願いします。
地元の感染状況によってはレース中止の可能性もございますのでご了承ください。
尚 その場合 エントリー費用はお返しします。返却方法は用相談（振込みの場合振り込み費用を
引かせて頂くことをご了承くださいませ。）

