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新型コロナウィルス感染症対策について
新型コロナウィルス感染拡大防止対策として
下記事項の徹底とご協力をお願いいたします。

１

大会２週間前 9/17（土）より体調管理チェックシートの記入をお願いします。
大会受付票に記載のＱＲコードより大会参加誓約書、新型コロナウィルス感染蔓
延防止にかかる遵守事項同意書の内容を必ず確認の上、大会受付票に署名押印し
大会受付時に必ず提出して下さい。

２

検温を実施します。体温が 37.5℃以上の方は、大会に参加できません。
（検温は、
非接触型体温計で行います。発熱の疑いが出た場合には、体温計にて再度体温測
定をさせていただきます。）

３

レース中以外はマスクの着用をお願いします。
会場やコースにおいて大きな声で会話、応援をしないでください。

４

こまめな手洗い、アルコール消毒をお願いします。
ソーシャルディスタンスの確保、密にならないようご配意下さい。

５

会場、コースにゴミ箱はありません。各自お持ち帰りをお願いします。

６

会場には給水はありません。各自ご用意をお願いします。

荒天等による大会中止の場合の告知について
荒天などによる開催中止の場合は、大会当日

野沢温泉自転車祭大会ホームページ

ＡＭ６時に大会ＨＰにてお知らせします。

お問合せ（大会前日まで）
ＴＥＬ．０２６９－８５－２６２３

https://nozawa-cycle.jp/

大会前日・当日の問い合わせ先
ＴＥＬ．０８０-５１４０-５３４６
※9/30～10/2 の期間のみ対応
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Time Schedule 『DOWNHILL』

２０２２年９月３０日（金）
9:00

大会コースオープン

13:00

ロングダウンヒル 受付開始

16:00

大会コースクローズ

17:00

受付終了 第１駐車場閉鎖

大会メイン会場（第１駐車場Ｃブロック）

２０２２年１０月１日（土）
7:00

第１駐車場オープン

7:30

ロングダウンヒル

当日受付開始

9:00

コースオープン

当日受付終了

10:30

コースクローズ 試走終了

11:00

選手集合、予選点呼確認

11:20

予選 タイムトライアル BIB No.1～ （30 秒間隔）

12:10

予選 タイムトライアル終了 コースクローズ

12:40

予選結果発表 決勝スタート整列入場番号配布（大会メイン会場受付にて）

13:40

選手集合、決勝点呼確認、開会式

14:10

決勝（一斉スタート）

16:00

種目別表彰（予定）

17:00

第１駐車場閉鎖

大会メイン会場（第１駐車場Ｃブロック）

15:00 終了予定
大会メイン会場（第１駐車場Ｃブロック）

【注意事項】
※大会受付は、前日（9/30）及び大会当日（10/1）どちらでも可能です。
※予選（ﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ）に不参加でも決勝に出場できますが、最後尾からのスタートになります。参加者はスター
ト前までに必ず試走を実施して下さい。尚、大会コースは、大会前日（9/30）及び 9/24-25 も試走すること
が可能です。
※長坂ゴンドラリフト乗車時は、必ず洗車をして下さい。衣類に付いた汚れも極力落として乗車いただきます
ようご協力をお願いいたします。乗車の際は、ＢＩＢの提示が必要です。必ず見えるように掲示し乗車して
下さい。ＢＩＢが確認できない場合は有料となります。
※会場でのリザルト掲示はありません。公式記録は、タイム集計が完了した時点で大会ホームページに掲載し
ます。完走証は、各クラス毎ＰＤＦデータにて公式ホームページに掲載しますので、各自ご確認下さい。
※山頂エリアは、大会メイン会場のある山麓エリアに比べ気温が低くなりますので、各自、防寒対策をしてく
ださい。（10 月の平均気温 12℃、山頂はさらに気温が下がります。）
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Information

☆駐車場
野沢温泉スキー場

①第１駐車場（Ａ・Ｂブロック）、②第２駐車場、③第３駐車場をご利用下さい。

※第１駐車場Ｃブロックは大会メイン会場のため駐車できません。

○大会前日

9/30（金）

8:00～17:00

上記①・②・③の駐車場が利用可能です。空きのある駐車場に駐車して下さい。大会メイン会場までは各自
ご移動をお願いします。

○大会日

10/1（土）

7:00～17:00

①～③の各駐車場

第１駐車場Ａ・Ｂブロックは、駐車できる台数に限りがありますので、満車となった場合は、第２、第３駐
車場をご利用ください。大会メイン会場までは各自ご移動をお願いします。

■指定駐車場・村内マップ

大会メイン会場
野沢温泉スキー場
第１駐車場Ｃブロック

☆選手の受付について
場

所

：

大会メイン会場（第１駐車場Ｃブロック）受付テント

※代理受付可

配布物 ： 参加賞、ＢＩＢ、計測チップ 等
受付方法

受付にて下記必要書類を提出して下さい。
・参加受付票（ハガキ）
※当日受付は混雑が予想されますので、可能な限り前日に受付をお願いします。
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Information
Information
Information

☆長坂ゴンドラリフトの乗車について
ゴンドラリフトは大会ＢＩＢの提示で大会当日（10/1）のみ乗車可能となります。尚、ゴンドラリフトのキ
ャビンには、ＭＴＢ利用者専用の保護シートが設置されたキャビンとそうでないキャビンがあります。保護
シートの設置されていないキャビンに乗車の際は、立乗りでのご利用をお願いさせていただいておりますの
で予めご了承下さい。
■長坂ゴンドラリフト運行時間

9:00～16:00（下り線 16:30）

・大会日（10/1）のみ、大会ＢＩＢの提示でゴンドラリフトの乗車が可能です。
・大会ＢＩＢの提示がない場合は乗車できません。

【ゴンドラリフト利用時の注意事項】
・利用前に必ず洗車等で自転車及び衣類などに付着した泥、汚れなどを落としてから搭乗して下さい。
・１台のキャビンに搭乗できる人数は２名（＋自転車２台）までとなります。
・混雑等により移動に時間がかかる場合もありますので、移動の際は時間に余裕をもってご利用下さい。
※ゴンドラリフトの搭乗時間は約１０分です。
・ゴンドラリフト搭乗の際に、一般利用のお客様を優先的に乗車させていただく場合もありますので予めご
了承下さい。

■ロングダウンヒル大会について

９／３０（土）～１０／１（日）

受付は第１駐車場Ｃブロック（大会メイン会場）となります。
スタートエリアマップをご確認の上、順路に従い会場にお越しください。
★受付時間：9/30（金）13:00～17:00

10/1（土）7:30～9:00

１０／１（土）大会当日の流れについて

１

第 1 駐車場は 7:00 より利用可能です。
※第１駐車場Ｃブロックは大会メイン会場のため駐車できません。
※第１駐車場Ａ・Ｂブロックは、駐車できる台数に限りがありますので、満車となった場合は、
第２、第３駐車場をご利用ください。大会メイン会場までは各自ご移動をお願いします。

２

大会受付 7：30～：受付票（ハガキ）の提出、検温 ※前日（9/30）受付 13:00～17:00
受付にて、参加賞、ＢＩＢ、計測チップ 等をお渡しいたしますので、スタート時間に間に合う
ようご準備下さい。会場での荷物預りはありませんので各自管理をお願いします。
※予選、決勝共に計測チップを必ず装着（左足首）して下さい。

３

9:00～10:30 まで大会コースがオープンとなります。試走を行いコースの確認をお願いします。
コースクローズの 10:30 にはコースから退出下さい。（役員がコース確認を行います。）
※長坂ゴンドラリフトは 9:00 より営業開始
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Information

■予選
４

１１時００分よりスタート点呼、確認を開始します。時間に遅れないようご集合下さい。
※予選（ﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ）は、ＢＩＢ番号１から３０秒間隔で１名ずつスタートします。スタートに
遅れた場合、遅延スタートにて走行することは可能ですが、ＢＩＢ番号でスタート時間の設
定をしていますので、設定された時間にスタートしたものとみなしタイム計測を行います。

５

１１時２０分から予選開始。１名ずつスタートします。（※スタートはスタッフの指示に従ってください）
※スタート時はスタート合図が出るまで両足又は片足を地面につけ、
（バランスをとりながらの
スタンディングは禁止）係員のスタート合図でスタートして下さい。
※予選終了後は決勝スタートまでコースクローズとなります。

６

１２時４０分（予定）より予選結果発表およびの決勝スタート整列入場番号を大会メイン会場
受付にて配布します。番号シールを受取り、フロントＢＩＢへの貼付けをお願いします。
※番号シールは、決勝スタート整列時の入場番号となりますので、確認が出来ない場合は最終
入場とさせていただきます。

【注意事項】
上ノ平ピクニックガーデン内での自転車の走行、乗車は禁止します。順路となる舗装道路以外は、降車いた
だきますようお願いいたします。
※計測チップは、決勝ゴール後の返却まで各自管理して下さい。紛失の場合は、別途５，０００をご負担い
ただきます。

■決勝
７

１３時４０分よりスタート整列を開始します。予選のタイム順にスタート位置に入場していた
だきますので、時間に遅れないようご集合下さい。

８

１４時１０分

スタート合図により決勝スタート

※フィニッシュ後は係員の指示に従って計測チップを返却して下さい。

９

１５時

競技終了予定

１６時～

種目別表彰式（メイン会場にて）
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Information 『MAP』
Information

■大会メイン会場エリアマップ

アクセスマップ

◎スタート
○ 予選
１１時００分よりスタート点呼、確認を開始します。１１時２０分から予選スタートとなりますので時間に
遅れないようご集合下さい。※予選はＢＩＢ番号１から１名ずつ３０秒間隔でのスタートとなります。
○ 決勝
１３時４０分よりスタート整列を開始します。予選のタイム順にスタート位置に入場していただきますの
で、時間に遅れないようご集合下さい。決勝はスタート合図に合わせた一斉スタートとなります。
○リタイヤについて
走行中、何らかのトラブルによりコース途中でリタイアする場合は、コース上の係員に申し出てください。
また、コース上に負傷者等を発見した場合も、コース上の係にお知らせください。

◎記録計測
・スタート時刻（予選は個々の設定時間、決勝は一斉スタート時間）からタイム計測を開始し、フィニッシ
ュ地点までのグロスタイムにて計時します。
・計測用チップは、左足首に装着して下さい、
※受付時に計測チップをお渡しします。その際に取付方法の詳細を案内いたします。
・計測用チップは決勝ゴール後に必ず返却して下さい。紛失、未返却の場合は、５，０００円を負担してい
ただきます。
・大会ＢＩＢ（ゼッケン）を忘れた場合の再発行は出来ません。ＢＩＢを忘れると、ご参加いただくことが
できなくなりますのでご注意ください。
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Information

◎レース走行上の注意
①

無理な追い越しにより第三者に不快感を与えたり、それが原因で転倒に及んだ場合は失格もしくは降
格とします。

②

シングルトラック等のコース幅の狭い場所での追い越しは、後から声をかけて右側より行ってください。
また、コース幅の広いゲレンデ等での追い越しは、十分に距離を取るとともに、声かけをするなど安全に
留意し行ってください。お互いが譲り合っての安全走行にご協力ください。
③

選手同士で選手を助けるために押したり、担いだりするのは違反行為ではありません。但し、代走は失
格となります。

④

主催者が危険と判断した参加者は失格とします。場合によっては次年度以降のエントリーをお断りさ
せていただきます。

⑤

レーススタート前の整列時・待機時およびフィニッシュ後はマスクの着用をお願いします。走行時のマ
スク着用義務はありません。

◎競技上のルール
①

指付グローブとヘルメットの着用を義務付けます。
（ヘルメットはフルフェースが望ましい）

②

脊髄パッド、肘膝プロテクター、アイプロテクターなどの保護具の着用を推奨します。

③

主催者が危険と判断した選手や改造車両は失格とします。場合によっては、次年度以降エントリー不可
などのペナルティーを科す場合があります。

④

予選のスタート方法について
予選スタート時はスタート合図が出るまで両足または片足を地面につけておくこと。（バランスをとり
ながらのスタンディングは禁止とします。）

▲注意事項
①

地震・風・事故・荒天・疫病その他の理由で大会を中止・中断する場合があります。
その場合の参加料の返金の有無、金額等については、その都度主催者が判断し、決定します。

②

競技中は、競技役員の指示に従って安全に競技に参加して下さい。

③

出場者が競技中に傷害を受けた場合、主催者は応急処置のみ行うほかは責任を負いません。もしもの場
合に備え、事前の保険加入をお勧めします。また、万が一に備え、健康保険証は必ず持参して下さい。

④

大会参加にあたっては、十分なトレーニングを積み、健康状態に留意して参加して下さい。また、体調
不良の際は無理をせず、勇気をもって棄権するよう心がけてください。

⑤

大会会場周辺でのキャンプは一切禁止します。

⑥

大会出場中の映像、写真記事、新聞、雑誌、インターネットへの掲載権は主催者に属します。

⑦

ゴミは各自でお持ち帰りください。やむを得ずゴミを捨てる場合は、ゴミの分別をお願いします。

⑧

大会期間中に限らず道路交通法を守り、正しく走行して下さい。

⑨

盗難防止のため、スタッフが会場内を巡回しますが、自転車から離れる際はカギをかけたり、仲間に一
声かけるなどして自転車の管理に十分ご注意ください。

⑩

大会開催中の飲酒は一切禁止します。

⑪

急激な天候悪化や自然災害等により、走行を中断していただく場合があります。その際は係員の指示に
従って行動して下さい。
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Information

■ロングダウンヒルスタートエリア

アクセスマップ

■大会メイン会場・ロングダウンヒルゴールエリア
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アクセスマップ

Information
Information 『HILLCLIMB

GOAL』

○野沢温泉自転車祭『得々カード』のご案内
野沢温泉自転車祭に参加される選手、関係者皆様が大会期間中に協賛店舗にてお得な特典が受けられる
『得々カード』を発行します。使用方法はカンタン！専用ページのＱＲコードをスマホで読み取り、パスワー
ドを入力して表示されたページを対象店舗にて提示するだけ！是非、ご利用ください。

野沢温泉自転車祭『得々カード』 ⇒
PASS : nozawa

2022 自転車祭
NO

協賛店

1

ワインとイタリア料理
風の家

2

黄金屋物産店

3

得々カード協賛店リスト

サービス内容

主な取扱い品目・業務内容

場所
電話番号
（地区名）
(0269)

営業時間

グラスワイン１杯サービス

イタリアレストラン

河原湯

85-3244

17：30～21：00

商品4％引き
（一部割引き出来ない商品も有り）

おみやげ品全般、自家製の野沢菜、山菜の塩漬、ぜんまいなど

麻釜

85-2154

8：30～17：30

ハウスサンアントン
ジャム工房＆カフェ

店内商品、カフェメニュー１割引き
（割引商品、ギフト商品など一部商品を除く。
他の割引との併用不可。）

ジャムやジュース等の自社製品の販売。おやき、ジェラート、軽食、
コーヒー等のカフェ。

大湯

85-2065

9：30～18：00

4

蔵の店 三久工芸

１割引き
（篭、栗菓子を除く）

各種工芸品（篭、木工、陶器、ガラス小物、古布並びに古布作品）

河原湯

85-2178

9:00～17:00

5

三九郎商店

１割引き
（一部商品除く）

野沢菜漬、おみやげ品

河原湯

85-2352

8:30～18:00

6

居酒屋つくしんぼ

ドリンク１割引

居酒屋

大湯

85-3565

17：45～23：00

7

東洋ラーメン

全品50円引き

麺類（ラーメン）、炒め物、揚げ物、アルコール類、ソフトドリンク

大湯

85-3363

18：00～22：00
（LO21:00)

8

長野屋酒店

１,０００円（税込）以上のお買上げで
緑茶500ｍｌペット１本プレゼント

酒類、食料品

十王堂

85-2057

9:00～21:00

9

寛処にしお

粗品（駄菓子）進呈

喫茶店

中尾

67-0716

7：30～17:00

10

百番商店

お買上げの1割引き
（一部商品除く、現金支払い以外の場合は
5％引き）

土産品

真湯

85-2420

9:00～18:00

11

フキヤ商店

お買い上げ商品代金５％引き
（一部商品除く）

当店製造の温泉まんぢう、本場野沢菜漬など土産品や郷土玩具

大湯

85-2110

8:30～18:00

12

桝屋なんじゃもんじゃ

商品の１割引き
（一部商品除く）

Ｔシャツ、CAP、ステッカー、陶器類、その他土産品、日用品など

河原湯

85-2150

9：00～19:00
（土曜は20時まで）

13

丸見屋商店

文房具10％ＯＦＦ
（一部商品除く）

文房具、おもちゃ、日用品、コワーキングスペース

十王堂

85-2129

8：30～21:00

14

野沢菜、温泉饅頭、信州のお菓子、野沢の民芸品。駐車場15台。車で 中尾（県道
85-2900
寄って買い物出来ます。
沿い）

9：00～18：00

１割引

道祖神まんじゅう、アップルパイ、パンプキンパイ、チョコパイ、たけの
こ缶詰、ぜんまい 他

新田

85-2748

8：00～17：00

５％引き

食品小売

中尾

85-3172

8：30～18:00

３種類のワンコインメニューを提供（税込500円）。
醤油ラーメン・親子丼・カレーライス

寿司、定食、ラーメン、うどん、そば

十王堂

85-2040

11：00～14：30
17：00～20：30

全商品合計金額より５％引

みゆきポーク、揚げ物（コロッケなど）、馬刺し、信州プレミアム牛

中尾

85-2066

8：30～18:00

おみやげ三郷（みさと） 全商品10％割引き

15

みゆき商店

16

フレッシュストアー
レインボウ

17

若ぎり

18

肉のわしの
（有）鷲野商店
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■主

催

野沢温泉サイクルイベント実行委員会

■後

援

野沢温泉村イベント受入実行委員会
野沢温泉村、野沢温泉観光協会、野沢温泉旅館組合、野沢温泉商工会
株式会社野沢温泉、野沢温泉スキークラブ

■協

力

株式会社ドリームシップ、野沢温泉スポーツサービス株式会社
一般社団法人スポーツ・パートナーシップ・プレイス・ジャパン

■協

賛

スペシャライズド・ジャパン合同会社、コンパスハウス
丸善食品工業株式会社、あまみちゃんプロジェクト
フルマークス、シーズン

（順不同・敬称略）

旅館さかや、Restrant & Bar 寿命延、野沢温泉旅館組合
げんたろう屋、野沢農産
肉のわしの (有)鷲野商店、野沢温泉ホテル、(有)篠田組
桐屋旅館、フレッシュストアー レインボウ
ハウスサンアントン、ロッヂハーネンカム
ビリケン食堂、千歳館、野沢グランドホテル、長野屋酒店
野沢ビューホテル嶋田屋、池田薬局、(有)大倉屋建材
ロッジでんべえ、四季の宿 河廣、村の文房具屋さん丸見屋商店
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