
参加者ガイド
サイクルジャンボリー袖ケ浦 ディスタンスチャレンジ

◆開催日       2021 年 11月20日（土） 
◆開催地       袖ケ浦フォレスト・レースウェイ 
◆主催           サイクルジャンボリー実行委員会 
◆主管    　   サイクルジャンボリー 100 人委員会 
◆協賛           ACTIVIKE / 出張牛久商店街 
　　　　　   OIKAZE Route & Cal Supply
◆協力 　　  TRYCLE / CYCLEMEDIA 輪 https://21.04.cyclejamboree.com



注 意 事 項

・「各レース開始の 30 分前」が「受付の締切時間」となります。　

・集団走行セミナー (30 分初心者講習会 ) に参加の方は、7:30 までに【22 番
   ピット】にお集まりください。事前申込みの無い方も無料で参加できます。
　※試走時間とセミナーが被っていますが、コースを走行しながらの講習が
　　ありますので、試走を兼ねての講座となります。

・クラス毎の「召集エリア（レース前の集合場所）」と「スタート整列場所」
　を事前にご確認ください。※詳しくは事項の会場図をご参照ください。

・各クラス表彰対象選手が確定した時点で適宜表彰を行います。 表彰式の場内
　アナウンスが流れましたら、対象選手は表彰エリアにお集まりください。
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タイムスケジュール

※22 番ピット前に集合
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■参加者ガイド
　レースに参加する方は、参加者ガイドを必ずご一読ください。

■レース事前準備
〇体調管理　
　→　前夜の深酒などは避け体調を整えてご来場ください。
　→　検温で 37.5 度を越えた場合は理由の如何を問わず入場できません。

〇参加案内　
　→　サイクルジャンボリーでは事前の参加案内を発送しておりません。
　大会ホームページに掲載のエントリーリストを確認していただき、当
　日受付にてご自身の「参加クラス /お名前 /ゼッケン番号」をお伝え
　ください。ゼッケンや計測チップなどが入った「参加キット」を受け
　取って内容をご確認いただきましたら受付は完了です。

〇駐車場　
　→　事前に「優先駐車場」にお申込み頂いた方には駐車証を郵送して
　おります。当日、ゲートにて警備員に対しご掲示いただき会場内にお
　進みください。場内では 10km/h 以下最徐行をお願い致します。
　★優先駐車をお申込みでない方も、無料駐車場をご利用いただけます。

〇大会規則　
　→　大会ホームページの「大会規則」を必ずご一読ください。

〇大会の中止　
　→　荒天など急遽大会を中止する場合には大会ホームページ、Twitter
　にて告知致します。天気が怪しい時等はホームページを細かにご確認
　ください。
★直前中止判断の発表期日 /大会前日の場合18:00 / 大会当日の場合5:00
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■レース
〇招集　
　→　各クラスの招集場所にレース開始 10 分前にお集まりください。
　　　※カテゴリ―で招集場所が異なりますのでご注意ください。
　　　※召集エリア・スタート集合場所は会場図をご参照ください。

〇スタート
　→　ローリングスタートになります。

〇走行レーン
　→　袖ケ浦フォレストレースウェイは、「速い人がコース左側走行」
　「ゆっくり走る人がコース右側走行」となります。

〇補給
　→　今回はコース上に補給ゾーンは設けません。補給はピットにて
　行うようお願い致します。

〇レース中の安全確保
・転倒時
　→　転倒時はくれぐれもコース上で機材トラブルの整備など行わな
　いでください。後続車の追突など、2次的な事故につながります。
　一度安全にコース外に出て、機材などをよくチェックし、落ち着い
　てレースを再開してください。

・落車した際など万が一ヘルメットが割れてる場合
　→　直ちにレースを中断し救護所のドクターの診断を受けてください。

・ゆっくり走る人が、万が一早い集団に囲まれてしまった場合
　→　あわてず視野を広く持ち、現在走っているラインをキープしてくだ
　さい。速い選手が避けてくれますので、落ち着いて対処しましょう。
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■落車防止
市民サーキットレースの落車事故原因はおおよそ下記の５つとなります。
よくご注意ください

①自分の走力の以上の集団で走る

　→　常に余裕がない状態となりますので、コーナーで膨らんだり操作ミ
　スが多くなり落車を誘発する原因となります。他の選手も巻き込んでし
　まいますので、自分に合った速度の集団で走りましょう。

②レース中の補給や仲間への声かけなど目線外し
　→　走行中の補給や、コース上に仲間をみつけての声掛けなど、前方か
　ら目線を外してしまい、前走者の急な減速等に対応できずに追突してし
　まい落車するケースが多く見受けられます。集団の中では常に走行に集
　中しましょう。

③ライン変更時の不注意
　→　特にレースや集団走行に不慣れな方は後続車や左右の自転車に意識
　が向かず、急なライン変更など後続選手を刈り取ってしまうシーンがよ
　く見受けられます。視野を広く持ち、前後左右に自転車がいる事を意識
　して、急なハンドリングやライン変更は行わないようにしましょう。

④速い集団への飛びつき（無理な合流）　
　→　集団を乗り換える際には後続車がいる事を想定し、集団前方ではな
　く集団最後尾に着く（合流）ようにしてください。速い集団に無理矢理
　飛びつこうとして落車するケースが多いので気を付けてください。

⑤疲労時の判断の鈍り
　→　耐久レースでは後半疲労がたまり、操作や判断のミスが多くなりま
　す。ご自身の身体はもちろん、他の選手の怪我にもつながりますので、
　体調不良や集中力の低下など「自分で危ないと思うとき」はレースを降
　りる勇気を持ちましょう。
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■レース終了後
○リザルト
　→　今回はリザルトの貼りだしはおこないません。
　　　リザルトは大会ホームページ「リザルト」ページに掲載致します。
　　　ピットにQRコードを貼りだしますので端末にて各自確認ください。

○表彰
　→　各クラス入賞者が確定し次第、順次表彰式を行います。
　　　アナウンスしますので入賞者は表彰エリアにお集まりください。

○完走証
　→　完走証は受付付近で受け取れるように準備致します。また、受け取っ
た完走証を受付にご提示いただければオリジナルステッカーを進呈致します。

■その他
○キャッシュバックチケット・割引券の使用
　→　キャッシュバックチケットや割引券は本部受付にて精算致します。
　　　お時間に余裕のあるタイミングで今回の参加ゼッケンと併せて受付
　　　スタッフにお申し出ください。

○防寒
　→　本コースは風の通りがよく、また時期的にも気温が低くなる可能性
　　　があります。低体温症やハンガーノックにお気をつけください。もし
　　　体調不良等を感じましたら、無理をせずに救護にお申し出ください。

○感染症対策
　→　乗車時以外のマスク常時着用、ソーシャルディスタンス、アルコール
　　　等での除菌、検温済みリストバンドの着用など、気を抜かず対策しま
　　　しょう。　
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https://forms.gle/h86tYkoy5B6qSW5W8

新型コロナ対策に関連した入場手続きについて

①入場には「健康状態に関する申告、および宣誓書」の記入が必要です。（入場者全員）
 　　　　　　　　　　https://forms.gle/j1aXkTG1XsjqJjfSA

　→　スマートフォンや PC にて上記アドレスにアクセスし、フォームに必要事項を
　　　入力してください。

　→　入力完了時の【最終画面】をスクリーンショット、もしくは入力完了後に自動
　　　返信で送られてくる【入力完了通知メール】を、携帯できる端末に保存。

　→　検温ゲートにて、スタッフへのご提示をお願いします。
　※その場で記入する【手書き申請書】もございますが、検温ゲート付近の混雑と密
　状態を回避するために、可能な限り事前の WEB 入力にご協力ください。

②検温ゲートにて検温を行います。
　・37.5℃を越える体温が認められる場合には、ご入場できません。ご了承ください。
　・検温チェック後リストバンドをお渡します。リストバンドは終日着用願います。
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新型コロナ感染症対策

初回入場時、検温後
リストバンドを配布

2回目以降は、リス
トバンドをチェック

ヨシッ
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駐車場・メイン会場マップ 

※無料駐車場はご予約等なしで誰でも停められます
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召集・整列場所

この看板ボードが目印です

連絡ゲート内

22 番ピット前

朝の召集は、100km チャレンジの参加者は「22 番ピット前」。160km および
200km チャレンジ参加者は「コース連絡ゲート内」に集合と、カテゴリーで
召集場所が違いますので、ご注意ください。
なお、状況・条件により召集場所は微調整する場合がありますが、先導する
スタッフは上記の看板ボードを掲げていますので、ご自身の参加カテゴリーの
色とボードの表記で集合場所をご判断ください。

（おおまかな流れ）　スタート 10 分前に召集エリアに集合
　→　スタッフの指示で整列場所へ移動　→　ローリングスタート
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コースマップ

フルコース

袖ケ浦フォレストレースウェイ

注意：

ショートコース

国際自動車連盟（FIA）の規格に従った設計による
本格的なレーシングサーキットで、日本自動車連盟
（JAF）公認レーシングコース。全長は 2,436m、ス
トレートが 400m、そしてコーナーは 14を数える起
伏に富んだテクニカルサーキット。

※ 当日の天候により、ショートコースになる可能性があります。 
※ 今回はコース上の補給ゾーンはございません。 ピットでの補給をお願い致します。
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ボディゼッケン
×1枚

セット内容

ヘルメット（シール）
ゼッケン× 無し

安全ピン
×4個

四隅を安全ピンで
しっかりと留める

ヘルメットゼッケン
なし

腰右側にピン留め

サイクル
ジャージ
背面

ソロエントリー
　　の場合

計測チップ取付位置
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ゼッケンと計測チップ

チームエントリー
　　の場合

ゼッケン取付位置
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協賛 /協力 / 出店 / ケータリング

ACTIVIKE
ACTIVIKEは、”生涯サイクリストでいられる元気な人を増やしたい！”
という想いのもと、自転車乗りのための製品・サービスを展開しています。
大会当日はエネルギードリンクのグランフォンドウォーターを無料でボトル補充いた
します。また、プロテインも格安価格で販売いたします。

OIKAZE Route & Cal Supply
房総半島南部のほぼ真ん中に、サイクリストと地域が交わる拠点をプレオープン。
コーヒーや地域のモノをミックスしたメニュー、自転車の道案内など地域の色々な
楽しみを提供してゆきます。古民家をみずからリノベーションし、店舗内外は今後
常に変化していきます。

CycleMedia RIN
サイクルメディア”輪”は、自転車をいま楽しんでいる人のみならず
自転車をまだ知らない人にもその魅力を伝えるメディアです。

ザ★肉汁工房
牛カルビ丼・唐揚げ丼などの丼モノから、ソー
セージ、牛カルビ串、唐揚げなどサイドも充実！

PIZZA＆カフェ Lacotta
美味しいピッツァとコーヒー、スープ、チュロスな
どをご用意。

グリーンウッド
サーキット内のレストランが
11:00~15:00まで特別にカフェ
営業を致します。暖かい飲み物
を中心のメニューと、ゆったり
スペースで休憩に最適です。

TRYCLE
矢野口の自転車屋さん始めました。 誰でも歓迎です。■買ったお店を離れてしまった。
 ■ネットで買ったんだけど…。 ■ライドの途中にパンク…！ ■洗車もやってます！
■ACTIVIKEのプロテインも飲めます ■珈琲も飲めます！ ■配送・配達もやってます 
お気軽にお立ち寄り下さい。

出張牛久商店街
＂牛久商店街まるごとお盆に詰めて乗り込みます＂を合言葉に、首から下げたお盆
に商店街の品物を詰め込みトロッコ列車の待つホームに乗り込みます。
観光列車里山トロッコの始発、上総牛久駅にはお客さんが来るのに２０メートル離
れた商店街には足を運んでくれない、だったら乗り込んじゃおう。一人の若者のアイ
デアで、商店街が動き始めました。千葉県のサイクリングの際にもぜひおまちしています！

協力

飲食

協賛
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