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霊峰木曽おんたけロードタイムトライアル +ヒルクライム  
  

 

コミュニケ5_re-revised(総務系No.3)− 2021.10.30. 

 大会総務   古田   雅拓 

 

１．新型コロナウイルス感染拡大防止対策について 

別途公開されている感染対策コミュニケ、その他関連する指標・指示を遵守されたい。協力いただけな

い場合は、会場に入場することはできない。 

 

２．会場入場・駐車場について 

下図、入口にて健康状態申告書の確認を行い、入場資格・新型コロナウイルス陰性確認を行う。 

問題ないと判断された場合はIDカードを交付する。大会エリアへの立ち入りにはIDが必要であるため、

常に携帯すること。 
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３．時程について 

大会の時程は以下の通り。 

大会要項から変更になっている箇所があるため、よく読むこと。 

 

Version20211027 時 程 表   

10 月 27 日（水）    

  21:00 事前チーム代表者・感染対策責任者会議 リモートWEB会議 

      

10 月 30 日（土）    

  8:30 会場設営打合せ 松原スポーツ公園 

  10:00 チーム駐車場開門 松原スポーツ公園 

  10:30 競技役員集合打合せ 松原スポーツ公園 

  11:00 スタート/フィニッシュ地点設営開始   

  11:00-11:45 参加選手受付・ゼッケン配布 松原スポーツ公園 

  12:00 交通規制開始   

  12:00-12:45 コース試走（コース設営作業中で、若干の地元車両の通行もありますので充分注意してください） 

  12:45 開会式 松原スポーツ公園 

  12:50 設営・規制完了確認   

  13:00 個人ロードタイムトライアル・競技開始 8km×1 往復＝16km 

  15:30 競技終了（順次交通規制解除）   

  16:00 規制解除（予定：早まる場合があります）   

  16:00 表彰式 松原スポーツ公園 

  
16:00 - 

16:30 
DAY-2 のみ参加者ゼッケン配布 松原スポーツ公園 

  17:00 競技役員打合（翌日レース向け） 松原スポーツ公園管理棟 

  20:00 チーム代表者会議（Zoom） リモートWEB会議 
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10 月 31 日（日）    

  7:45 フィニッシュ地点会場設営打合せ 御嶽スキー場 

  8:00 スタート/ゴール両駐車場開門 松原スポーツ公園/御嶽スキー場 

  9:00 競技役員集合打合せ(車列の役員のみ) 松原スポーツ公園 

  8:30-9:00 DAY-2のみ参加者受付 松原スポーツ公園 

  10:00 開会式 松原スポーツ公園 

  10:20 パレードスタート(9 名ごと)   

  10:30 交通規制開始   

 10:30 チームカー整列開始 松原スポーツ公園 

  11:00 
ヒルクライム競技開始 

(正式スタート)(11.5km) 
スタート地点名称 

  12:00 競技終了（順次交通規制解除）   

  12:15 表彰式 御嶽スキー場 

  12:30 バス降坂集合 御嶽スキー場 ゴール地点 

  12:00-14:00 入浴・昼食時間 御嶽スキー場/休暇村など 
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４．会場・コース等に関する諸注意 

本大会は、王滝村及その周辺地域の関係者，近隣皆様らのご理解ご協力のもと開催できる大会である。 

特に松原スポーツ公園には子供も含め、様々な来園者があるため、事故等が無い様に充分に注意するこ

と。 

会場内・コース内で発生したゴミは各自持ち帰ること。 

ポイ捨てが発覚した場合には3000円/件のペナルティーを課す。 

車は必ず 「選手・大会関係者駐車場」へ駐車すること。係員の指示に従い、駐車場へ入場すること。

駐車場では、来園者に注意のうえ徐行すること。 

本コースの交通規制時間以外の時間帯では、一般車両が通行しており、歩行者も歩いている。必ず交通

法規を守って安全な走行をすること。 

 

５．大会参加受付について 

上図受付地点にて、大会参加受付を行う。 

ゼッケンなどの配付はセルフ・ピックアップ方式とする。チーム名記載の封筒を代表者が受付デスクか

らピックアップすること。 

ゼッケン、フレームプレートは回収しない。 

 

６．公式試走時間について(TT) 

大会用ゼッケンを付けた選手のみが試走に参加することができる。試走を希望する選手は12時にスター

ト地点にマスクを着用し集合すること。バイクの先導で一周の試走ができる。 

 

試走時間帯はコース設営も並行して行っているため、落車などには十分に注意すること。 

 

７．フィニッシュ地点からの降坂について(HC) 

スタート前の降坂については、交通規制時間外に各自交通法規を守って降坂すること。 

ゴール後の降坂は、自転車では行わないこと。チーム代表者会議で申請のあった１５名はバス、ト

ラックで、松原スポーツ公園まで送迎する。 
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８．フィニッシュ地点について(HC) 

お風呂について 

昨年大会で使用させていただいた入浴施設「ざぶん」は現在、使用できないとのことである。 

今回は、コース途中の休暇村の入浴施設を12時から300円/人で使用させていただけることになった。 

一度に利用可能な人数は15名である。譲り合って利用されたい。 

 

両日ともその他王滝村入浴施設も利用可能である。 

19号線沿いの「せせらぎの四季」「あでら温泉 フォレスパ木曽」日帰り入浴施設が利用可能である。 

 

食事について 

スキー場のレストラン「オリオン」が利用可能である。 

是非利用されたい. 

 

９． コミュニケ等の掲示について 

コミュニケボードは密集予防のため設置しない。結果・HCスタートリスト・コミュニケ等は当連盟

WEB サイトおよび /もしくはTwitterの投稿により広報する。 

 

10．ゴミ投棄厳禁の徹底 

ゴミは、各校で必ず責任を持って持ち帰ること。ゴミのポイ捨てに関して一切厳禁とする。 

上記に反するボトル、食料、包装紙などの廃棄には、3000 円/件のペナルティーを科すものとする。 

 

11．副賞について  

１位 [七笑酒造]がおすすめするセット商品。『とんがら味噌』『甘酢かりかり梅 』『酒蔵の糀甘酒』

の3点セット。 

２位 ララカレー ３袋セット 

３位 『木曽の大豆を使った納豆 手作りセット』 
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12. パレード区間の走行において 

正式スタート地点で再整列があるため、くれぐれも落車が誘発されるような行動を慎み、安全に走行す

ること。 

全ての参加者に随行車両が走行するわけではないので以下のコース図を確認すること。 
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