ツール・ド・伊豆

http://tour-de-izu.jp
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ツール・ド・伊豆
プレサイクリングイベント

בՒᾝᾃഛӑ

●開 催 日 2010 年 10 月 31 日 ( 日 )
●会
場 静岡県熱海市渚小公園
〜熱海梅ライン〜熱海峠〜湯河原峠
●主
催 ツール・ド・伊豆 熱海大会実行委員会
( 構成団体 ) 一般社団法人 伊豆観光圏活性化協会
株式会社ゼロフィクサス
●後
援 静岡県サイクリング協会
●企画相談 ランナーズグループ株式会社アールビーズ・funride
●協
賛 株式会社タキザワ・日刊スポーツ・サントリーフーズ株式会社
●協
力 熱海商工会議所・伊豆箱根鉄道 ( 湯河原峠レストハウス等）
大会に関するお問い合わせ
〒413-0021 静岡県熱海市清水町 15-8
ツール・ド・伊豆大会事務局
TEL.090-8675-3750( 大会事務局）

-TIME Schedule & Information10/30(土)
11:00

特設会場準備開始

13:00１給水所準備
14:00

ボランティア参加者と使用道路のゴミ拾い・危険箇所確認

16:00

ボランティア参加者にプレゼント・準備終了

10/31(日)

選手受付：当日の 5 時から開始します。
参加費￥2,000 を準備して

4:00

準備開始

5:00

選手受付

6:00

参加者整列開始

6:15

山頂荷物預かり終了

6:30

スタートセレモニー

6:40

参加者に自転車経験年数を聞きスタート順を決める

6:50

第１スタート ５０人

※参加費 2,000 円は、大会運営費

7:05

第２スタート 以下 5 分間隔で出発

と参加者の大会保険代金としてい

8:00

全員スタート終了

ただきます。一般車道を通行する

8:15

早い人はこの時間にはゴールすると予測します。

サイクリングイベントです。一般

9:00

第１関門制限時刻（笹尻交差点 10.7km 地点）

通行者、車両等に危害を加えてし

9:45

第２関門制限時刻（十国峠駐車場 14.6km 地点）

まった場合を保証するため、保険

ゴール地点制限時間（ドライブイン湯河原峠）

に加入させていただきます。加入

以下、ゴールした人から間隔を開けて下山を促す

保険内の保証以外は保証できませ

10:00

完走賞を小公園で受け渡し。
11:00

閉会式

12:30

大会終了

ください。
( おつりはありません )
会場荷物預かり：参加賞等は預かりますが、
袋に自署で署名してください。

んので、交通ルールに従って安全
に走行をお願いいたします。

注意事項
・本大会はタイムを競うレースではありません。一時停止、信号など交通規制を遵守し、追走、並走、
割り込みはせず、左側走行して下さい。また、翌年度以降、本大会開催を目指した試走のため、試
走終了後アンケートを取らせていただきます。後協力をお願いいたします。
・グローブとヘルメットの着用を義務付けます。
・検車は実施いたしません。各自自転車のコンディションを整えてご参加ください。
・駐車場は市営駐車場など各自とめていただき、集合場所にお集まりください。駐車料金は各自でお
支払いをお願いいたします。
・前日、大会参加のため宿泊する方には割引券を送ります。お申し込み時に申請してください。
・自転車・ヘルメット・ウェアの破損また盗難等につきまして大会主催者は一切の責任を負いません。
・競技中の事故については本人の責任で処理することとする。大会主催者は応急処置は行うが、負傷
者は加入する保険金以外は請求できません。また、市内一般市民や見学者、一般通行車両などと、
事故を起こした場合も、加入保険内の保証以外は保証できません。各自十分気をつけてください。

-Information大会の名称 ツール・ド・伊豆

熱海ヒルクライムステージ プレサイクリング大会

本大会開催を前に、地域の方々への交通の影響や、一般道路通行者や、自動車や原動
付き自転車との交通弊害がどのくらいおこるのか、社会実験をふまえ「サイクリング大
会」を開催します。タイムトライアルレースではなく、交通規制をしない一般軽車両と
して大会コースをサイクリング後、参加者にアンケートを記入していただき、参加者に
アンケートを記入していただき、翌年度以降のレース開催が可能かどうかの実証実験を
します。サイクリストの皆様のご協力をお願いいたします。
コース

【熱海渚小公園〜十国峠〜ドライブイン湯河原峠】
【距離約 15km（計測距離）往復走行距離約 30km 標高差 865m】

参加費

サイクリング参加費

￥２，０００ー ( 保険料他含）

ボランティアスタッフ
主

催

ツール・ド・伊豆

￥１，０００ー（保険料他含）

熱海大会実行委員会

( 構成団体 ) 一般社団法人

伊豆観光圏活性化協会

株式会社ゼロフィクサス
後

援

ANA（交渉中）・JTB（ツアー企画予定中）

協

賛

株式会社タキザワ・日刊スポーツ

協

力

熱海商工会議所・伊豆箱根鉄道グループ・( 仮 ) 熱海市観光協会・
( 仮 ) 熱海温泉ホテル旅館協同組合

企画相談

ランナーズグループ株式会社アールビーズ・funride

プロロードチーム参加協力予定

チームブリヂストン・アンカー（Team Bridgestone Anchor）
シマノレーシング

大会イメージソング

T-SQUARE 提供

伊豆在住則竹裕之さん提供

大会オープニングテーマ曲

Fantastic Story 〜時間旅行〜大会バージョン

エピローグテーマ曲 勇者 (YUH-JA)
参加予定芸能人

T-SQUARE 伊東たけしさん
お笑い

安田大サーカス

団長

安田裕己さん

参加資格
1）１２歳以上の健康な男女で、本コースを制限時間内で完走できる自信のある方。
2）実行委員会の定めた参加規約、大会規則を遵守できる方。
※大会運営に支障を起こすことが予想される方は、参加をお断りする場合があります。
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-Informationツール・ド・伊豆 オリジナル
ツール・ド・伊豆

ȒȵȂȌǯȥȅșŵӍюជƲίდ  Ӻರ

ṭẋẝẟẋẖẌẙẢ ỏὯὼᾩὦᾯᾠᾇέώỐ ἦὤἿ֠ՆἼὙὛẩ
ᔬᤀᾱ̵ᾍᾰ̵ώὕẩ όὨέᾮᾷὴὨᾝᾷᾌἹἨἷ
ὀԕἹἻẩ ịᾔᾷᾄᾎάᾧᾇᾛỌ ὣՉᢂἼἨἨ
ἰẪ θݸϜὀᾛᾰὨᾝᾷᾌ࿚ẩ ՉᒊҹـἿὣἮ
ὝἤἹἝԅಶἬὤἸἨἰἝẩ ಙݸϜషὀ๎भ
ᦉἴἰᾋὺὨᾷἸݸϜᾱὸἹԢᐝἿҸἴἰᾔᾷᾄᾎ
άᾧᾇᾛὣᾛᾰᾀᾷᾌἨἪẪ ἥಓরἠἱἦἕź

ツール・ド・伊豆

ボランティアスタッフを
募集します。

海外のサイクリングイベントでは、サイクリストがボランティアとして自転車イベント
に参加する方もいらっしゃいます。それは、サイクリストがサイクリストのイベントを
作りあげる、自分達の愉しみの場を創り自治していく進んだ大会です。あるサイクリン
グロードでは、愉しむばかりのサイクリスト増加により、自転車が走れなくなるかもし
れない事態が起きているそうです。ツール・ド・伊豆は参加者もスタッフになるときが
ある、そんなイベントにしていきたいと思っております。ボランティアスタッフは保険
費用の￥1,000 のみいただきます。
ボラティアスタッフ全員に大会プレゼントを用意しています。
よろしくお願いいたします。

ツール・ド・伊豆
熱海ヒルクライムサイクリング

初秋の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し
上げます。
さて、このたび、ツールド伊豆実行委員会は、伊豆半島の熱海市におきまして、ツールド伊豆

サイ

クリング大会を開催するはこびとなりました。来る 10 月 31 日（日）熱海市小公園を出発致しまして、
湯河原峠をゴールとするコースで、開催致します。
自転車競技は、マラソンやウォーキングと並び、今大変人気の高いスポーツとして盛り上がっており
ます。そのイベントは、日本各地で、タイムトライアルレース、サイクリングと様々な形で行われ、大
きな成功を収めております。それらのスポーツイベントの経済効果は、決して小さいものではないこと
から、新たな観光分野として地域活性化の一助となるという点で、注目を集めているところでございます。
そこで、伊豆の活性化を目標とする私たちは、伊豆でもそのような自転車イベントを企画致しました。
1 年を通し、
伊豆を一周するようなイメージで、それぞれの地域ごとに地形を考慮した自転車イベント（ク
リテリウム、ヒルクライム、エンデューロ等）を開催し、年間を通じて伊豆を愉しんで頂きます。昨今
の経済環境の影響もあり、なかなか元気が出ない伊豆半島に人を呼び、伊豆の魅力を再発見して頂くチャ
ンスにつなげていきたいということが、その目標であります。
自転車は、ツールドフランスが有名でありますが、海外でも大変人気の高いスポーツであります。日
本国内にとどまらず、国外に向けても伊豆をアピールすることで、観光インバウンドの実現という目標
も視野に入れております。近年、日本を訪れる外国の観光客は増加の一途であると聞き及ぶにつれ、特
色のある観光資源を構築するという点で、このイベントを成功させたいとの思いはつのるのみでござい
ます。その第 1 弾として、今回、熱海市におきまして、サイクリング大会を開催致します。伊豆、熱海
で今迄不利だった「坂道」がこのスポーツでは「坂道」がセールスポイントです。
関係者一同、この大会成功に向けて全力投球中ではございますが、第 1 回目ということで、いろいろ
な面で手探りでの開催でございます。そこで、お一人でも多くの方に、この大会の趣旨をご理解いただき、
ご賛同頂けないかとお願いをする次第でございます。厚かましいお願いであることは承知でございます
が、どうか、ご協力をよろしくお願い致します
ツールド伊豆開催実行委員長

松富

毅

FAX:0557-82-2960
Eメール：info@tour-de-izu.jp

「ツール・ド・伊豆」熱海ヒルクライム

プレサイクリングイベント

私は、
ツール・ド・伊豆イベントの趣旨に賛同し、次により協賛します。

平成22年

振込先

スルガ銀行

熱海支店

ツールド伊豆実行委員会

普通２３９０２２５
代表

松富毅

䝒䞊䝹䞉䝗䞉ఀ㇋㻌 ⇕ᾏ䝠䝹䜽䝷䜲䝮㻌䝹䞊䝖䝷䝪㻌/DW/RQJ/DE

䝨䞊䝆

䝒䞊䝹䞉䝗䞉ఀ㇋㻌 ⇕ᾏ䝠䝹䜽䝷䜲䝮

&RS\ULJKW & <DKRR-DSDQ&RUSRUDWLRQ$OO5LJKWV5HVHUYHG

KWWSODWORQJODE\DKRRFRMSURXWHZDWFK"LG FIGIDFHHHIIG 



