参加のご案内
開催日

タイムスケジュール

2019 年 9 月 7 日（土）

9 月 7 日（土）
07:00

会場

受付・試走開始 7:45終了
/ 最終スタートは7:35まで

08:00

富士スピードウェイ（静岡県駿東郡小山町）

みんなのタイムトライアルジャパン3rd
ステージスタート

交通

09:00

試走開始（2回目）9:30終了
/ 最終スタートは9:20まで、

車：東名高速「御殿場 IC」より 約 15 分

タイムトライアル表彰

東富士五湖道路「須走 IC」より 約 10 分

246

246

138

09:45

キッズレース

09:55

選手整列開始

10:05

オープニングセレモニー

10:15

200km、100km スタート

13:00

100km 表彰式（予定）

17:15

全種目競技

17:30

200km 表彰式（予定）

17:45

閉会

終了

参加賞
・小山町補給食
・アスリート専用粉飴
完走記念品

駐車場
9 月 7 日（土）5:30 ～

富士チャレンジはソロとチームで 200km と 100km

西ゲートオープン

入場無料、駐車無料

という距離へ挑戦するイベントです。

※
「東ゲート」
は利用できません。係員の誘導に従っ

それぞれの設定に応じた記念タオルをプレゼントし

て、指示された駐車場へ駐車してください。

ますので、目標達成に向けてがんばりましょう！
【設定】

※入場の際、大会 HP 上の入場証をご提示ください。

全てのカテゴリーにおいて、成績順に配布いたしま

開催可否について

す。

悪天候・災害・疫病などで大会を中止する場合は、

ゴールド＝上位 5％以内

当日の早朝 4:00 に大会 HP 及び FUNRiDE Facebook

シルバー＝上位 6 ～ 15％

で告知いたします。

ブロンズ＝上位 16 ～ 30％

大会 HP

ブルー＝それ以降

http://www.fujichallenge.jp/

※当日完走後に「受付ブース」にて贈呈いたします。

FUNRiDE Facebook

後日発送は受け付けませんのでご了承ください。

https://www.facebook.com/funridepost
当日のお問い合わせ先：090-3230-6864
（緊急時以外はご遠慮ください）

1

受付

各種シールの貼付方法

ピット前駐車場／ 9 月 7 日（土）7：00 ～

ヘルメットシールは、競技上の選手識別に必要であ

○ナンバーカード引換券について

ると同時に、大会オフィシャルの写真サービスを受

事前にお送りしたメールに記載された URL もしく

けるために必要です。必ず正しい貼付をお願いしま

は「RUN PASSPORT アプリ」で参加票を表示もし

す。写真サービスの詳細は参加賞セット内のチラシ

くは印刷して受付でご提示ください（詳しくはお送

をご確認下さい。

りしたメールをご確認ください）。

ナンバーが大きく記されたシールを、ヘルメットの

※受付は、各種目、スタート時刻の 30 分前までに

前頭部に貼り付けてください。ナンバーが見やすく、

お済ませ下さい。

できるだけ歪まないように貼り付けてください。

★配布物
①ナンバーカード 1 人 1 枚（背中に貼ってください）
※キッズレースは「胸」に付けてください。
②計時チップ（チーム種目はチームで１つ／キッズ
レースの1000m、500m は計時チップがありません）
③ヘルメットシール
④各種パンフレット
⑤参加賞

コース試走

※キッズレースはフィニッシュ後に記念品をお渡
しします。

7:00 ～ 7:45
9:00 ～ 9:30

計時チップの取り付け

事故防止のため、コース試走をおすすめします。試

●ソロ種目とタイムトライアルの選手は計時チップ

走時間は 7:00 から 7:45（最終スタートは 7:35）と

を「フロントフォーク」に取り付けてください。

9:00 から 9:30（最終スタートは 9:20）までを予定

●チームエンデューロの計時チップは「アンクルバ

しております。詳しいスケジュールは会場にてお知

ンド式」です。必ず足首に取り付けてください。

らせいたします。
※試走の際もグローブとヘルメットを必ず着用、ま

●チームエンデューロの交代の際には、必ず計時

たナンバーカードも付けて走行してください。

（チップアンクルバンド）を次走者に付け替えて
ください。

記録

●計時チップの受け渡しは、必ず停止して行ってく
ださい。走りながらの取り外しは厳禁です。

トップ情報は随時、放送で発表します。

●計時チップ無しで走行した場合は計時ができず、

★各周回速報は、スマートフォンで確認できます。

失格となります。

「速報サイト」http://p-ss.jp/live/20190907/

●計時チップは競技終了後、必ず返却してください。返
却されない場合は、実費をご請求させていただきます。

チームの順位や仲間の成績をリアルタイムにチェッ
クできます。上記アドレスもしくは QR コードより
携帯電話でアクセスしてください。
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3. キッズ 500m・1000m

表彰

記録計時は行いません。完走者全員に記念品を贈呈

種目ごとに順位・記録が確定次第、順次表彰式を行

いたします。ホームストレートにて開始します。競技

います。表彰対象者（チーム）については、記録速

開始 15 分前にピットレーン側、1 番ピット前にご集合

報板（ステージ横）への掲示やアナウンスで呼び出し

ください。

を行います。表彰対象者（チーム）は表彰式の 10
分前までに式典場所（20 番ピット）前にお集まりくだ

●ルール

さい。（受付近くになります。）

1. 車種／着用品／ハンドル規制／撮影規制

●ソロ 200km・ソロ 100km

①グローブ、ヘルメットを必ず着用してください。

男子・女子 各1 ～ 3 位（4 位～ 6 位の方は副賞の用意がご

②リカンベント、タイヤ径 24 インチ未満の小径車は
出走できません。

ざいます。完走賞受け取り
（選手受付）にお越しください。）
※男女優勝者にはチャンピオンジャージを贈呈します。

③タイヤ幅はフリ－とします。

●チーム 200km・チーム 100km

④ハンドルは、通常のドロップハンドル、フラットハン

男子・女子・男女混成

ドルのみに限ります。その他のハンドル、付属部品

各1～3位

●タイムトライアル

（DH ハンドル、クリップオン、スピナッチ等）は禁
止します。

男子・女子（セミクラシック、クラッシック）各1～3位
※年間男女ポイント優勝者にはチャンピオンジャージ

⑤ライト、カゴ、ミラー、スタンド、キャリア、ラック

を贈呈します。

などは、装着禁止です。ボトル、サイクルメーター

※ 9 時より開始予定

は使用できます。雨天時は泥よけの装着が可能です。

●敢闘賞

⑥タイムトライアルについては、クラシックの部（2 周）

レジェンドライダーにより今大会の敢闘賞を決めます。

のみ TT ハンドルおよびタイムトライアルバイクの使

100km、200km の表彰式でそれぞれ表彰いたします。

用を認めます。

敢闘賞対象者はステージ横に張り出します。

2. スタ－ト整列

●チーム戦

SEGA Sammy ゲート付近よりコースに入り、整列して

ソロ 200km にチームで参加している方を対象に 1 位

ください。前方からの進入はできません。

～ 3 位を表彰します。

特に種目別等の整列方法は規制しません。ただし、

※男女によるチーム分けはございません。

初心者は安全のため、後方に並んでください。

※キッズレース 500m、1000m の部は表彰はありま

3. スタ－ト方法

せん。

① 10 時 15 分にソロ 200km・ソロ 100km・チーム
200km・チーム 100km が一斉にスタ－トします。

競技方法／ルール

②スタート時には先頭にペースカーが入り、
ローリング

今回は約 1,300 名の同時走行となります。以下をよく

スタートとなり、追い越し禁止とします。1 周走行後に

読み、安全な競技運営にご協力ください。

ペースカーが離れ、
フリー走行となります。なお、
ロー
リングスタートの 1 周分も周回数にカウントされます。

●競技方法

4. コ－ス走行について

1. ソロ 200km・ソロ 100km・

①コ－スは右回り（時計回り）「右側走行」を原則と

チーム 200km・チーム 100km

します。
②急な車線変更（イン－アウト）は危険なため禁止で

制限タイム内で 200km（44 周回）／ 100km（22 周回）
走行タイムを競います。

す。車線変更する場合は、後方を確認した上で行っ

2. タイムトライアル

てください。

コース一周ないし二周の走行タイムを競います。

③追い越しの際は、声をかけて左側から追い越してく

競技開始 10 分前にスタート地点へご集合ください。

ださい。
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5. ピット

10. フィニッシュについて

①種目別にピットを指定します。各チ－ム所定のピッ

各部門ともに周回走路でのフィニッシュとなります。フィ

トで選手交代を行ってください。

ニッシュ後は徐々に減速し係員の誘導に従い、パナソ

②ピットエリア内は、あくまでも選手待機の場所です。

ニックゲートよりコ－スアウトしてピット裏側から各自

譲り合って使用してください。

ピットに戻ってください。

③給水・給食は各自でご用意ください。

11. 失格について

6. 選手交代

上記ル－ルを守らずスタッフの警告を無視した場合は

①チーム 200km・チーム 100km の選手交代はアン

失格となります。

クルバンドの付け替えを行ってください。

（1 回目 注意／ 2 回目 警告／ 3 回目 失格＝競技中止）

※アンクルバンドの受け渡しは各チーム所定のピット

ピットエリアの利用について

エリアで必ず停車して、行ってください。
※選手以外がピット交代エリアに入ることは混雑の原

・ピットエリアは、他チームとの共有スペースです。お

因となり危険なため、禁止です。

互いに譲りあって使用しましょう。

※アンクルバンドは必ず足首につけて走行してくださ

・大会スタッフの注意・警告があった場合は、従って

い。ボトルなどに取り付けると計測できない場合が

ください。改善されない場合は失格となります。ピッ

ございます。

ト内は大変混み合いますが、ご協力をお願いいたし

②誤って自チ－ムのピットを通り過ぎた場合は逆走せ

ます。
★保険について

ず、コ－スをもう 1 周してください。
③ピットロード内は追い越し禁止です。ピットイン・ピッ

本大会では参加選手について以下の保険に加入して

トアウトの際は後方の安全確認を行ってください。

います。

7. 周回チェック

死亡、後遺障害 200 万円／入院 ( 日額 )3,000 円

①各チームの周回数は、周回チェックポイント
（スタ－ト

／通院（日額）2,000 円

地点及び同列のピットロ－ド）
でカウントし、スタート

なお、
レース中に限らず大会当日の自転車（フレーム・

後最初のチェックポイント通過で 1 周とします。

パーツ）の破損・紛失・盗難等は、保険対象外です。
補償内容に不安がある方は各自で新たに保険に加入

②競技終了後の周回不足の申告については、一切応

されるようお願いいたします。

じません。各自（チーム）の責任のもとサイクルメー
タ－等で、随時距離（周回数）を確認しながら競
技を行ってください。
8. 周回賞
決められた周回を 1 位で通過した選手には -1 秒の
ボーナスタイムを総合時間に反映します。
9. 競技中のトラブル
①コース上でのマシントラブルについて、自力でピット
に戻れない場合はすべて失格となります。やむをえ
ずスタッフに回収され競技を続行する場合は、オ－
プン参加とし、表彰対象外とします。
②ピット以外での選手交代や自転車の交換、コースの
逆走は一切禁止します。違反チームは失格となります。
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注意事項

緊急時の対応

①大会当日は雨天もしくは天候が急変する可能性があ

1. 事故発生時に、競技を「一時中断」または「中止（終
了）」とすることがあります。

ります。各自雨天時の対策も十分に行ってください。
②地震・風水害・事件・事故・荒天（降雪、降雨・

係員の誘導に従い速やかにピットレ－ンに入りコ－ス

強風、雷等）・疫病その他の理由で、大会開催を

アウトしてください。一時中断後、主催者が再スタ－

中止・中断する場合があります。その場合の参加

トとする場合、またはそのまま中止（終了）の判断を

料返金の有無、金額等についてはその都度主催者

することがあります。
再スタートの場合は、中断時間を延長しての競技は行

が判断し、決定します。

いません。中止の場合は、中止と判断した時刻での

③大会開催中の事故による怪我等に関しては応急処
置のみ行います。救護室（メディカルセンター）ま

記録を最終リザルトとして表彰します。

でお越しください。

2. 事故発生時に、「全員徐行・追い越し禁止」とする
ことがあります。

④上記の怪我等に関しては、主催者加入の傷害保険
の範囲内のみの補償とします。それ以上は各自の

係員の誘導に従い、速やかに「徐行・追い越し禁止」

責任で行ってください。また、健康保険証を持参し

の走行に切り替えてください。コースの安全が確保さ

てください。

れた時点で、通常の走行を再開します。係員の指示
に従ってください。

⑤主催者でも給水所を設置しますが、各自ボトルを携
行して給水を行ってください。給水は自転車専用ボ

3. 事故発生等で救急車がコ－ス上に進入した時は救急
車を優先し、近くを走行の選手は、徐行を心がけてく

トルでお願いします。
ペットボトルは使用禁止とします。

ださい。

⑥規定の距離（100km・200km）を経過したら、速
やかに競技終了してください。
⑦検車は行いません。事前に整備・点検を必ず行って
ください。
⑧著しくマナーの悪い選手（他の選手やスタッフに暴
言を吐く、罵声を浴びせるなど）は、失格となります。
⑨ゴミは各自でお持ち帰りいただくよう、ご協力をお
願いいたします。
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会場図

メイン会場図

◆100km・200km FINISH
◆タイムトライアル FINISH
周回チェックポイント→

周回

■ ■

ピットイン

ハイペースで走るライダーは
前方に並んでください →

マイペース ( ゆっくり ) で走るライダーは
後方に並んでください ←

◆100km・200km START
TT・100km・200km フィニッシュ後の流れ

Panasonic

◆タイムトライアル START
◆キッズ START・FINISH

SEGA Sammy

スタンド（応援者用スペース）
※ピット側からは地下通路から通れます。

第1コーナーへ

■ ■
● 給水

コントロールタワー
↑
スタンドへの入口
（地下通路）

↑

ステージ

キッズ/TT
待機場所

救護室 ( メディカルセンター )

1

車両通行路

2

3

5

4

メカニック

関係者駐車場

記録速報
7

6

8

フリーエリア

9

10

フリーエリア 11

12

ウォームアップ
エリア

撮影
▲
▲飲食ブース
選手受付
パネル
( 完走賞渡し） ゲスト控室

★車両通行路でのウォームアップは禁止です。ウォームアップエリアでの走行をお願いします。

キッズ・タイムトライアル

■ ■

コントロールタワー

SEGA Sammy

▼

100km・200km

ラン
レスト

スタート地点へのルート

▼

←

35 36 37 38 39 40 41 42 43 4４ 4５

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

P

17 - 18︓出展ブース
19︓大会本部
20︓サポートライダー
21︓バイクマーシャル
テントやレジャーシートが
設営できるエリアです。
ピット横断箇所

《出展ブース》
1- 小山町

１

３

２

４ 3- クランノート

2- パンダーニ

4- カーボンドライジャパン

1 2 3 4 5

17

18

◆更衣室 ( 男女 )、有料シャワーは
ピット -16 とピット -17 の
間にあります。

今年もTOYOTAが大会をサポートします！
！
今年はハイブリッド SUV モデル新型 RAV4 HYBRID G がサイクリストの皆さんをリードいたします。
また、会場内でも同車両の展示を実施しておりますので是非お立ち寄りください。
https://toyota.jp/rav4/index_a.html?padid=tjprav4top_a_from_rav4top_notype
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Topics
今年もレジェンドライダー＆サポートライダーが集結！
昨年好評だった、レジェンドライダーたちが
今年も富士チャレンジ 200 に集結！
走りと MC トークでみなさんのチャレンジを盛り上げます！
< レジェンドライダー >
阿部 良之さん

西谷 泰治さん

三船 雅彦さん

大石 一夫さん

野口 忍さん

今回、レジェンドライダーの皆さんに大会で積極的な動きをした選手に「敢闘賞」を選出して頂きます。
敢闘賞に選ばれた選手は表彰がございますので、式典にお越しください。
※対象者は大会 HP の新着でご案内させていただきます。
また、みなさんの目標達成をアシストすべく、ゲストライダーと
サポートライダーが走ります。
＜ゲストライダー＞
インタープロサイクリングアカデミー

小山智也さん、ほか

＜サポートライダー＞
6 時間竹芝サイクルレーシングチーム
6 時間半竹芝サイクルレーシングチーム＋フィッツ・グルーン日本ロボティクス 混成

周回賞を新設しました !!
富士チャレンジ 200 の新たな取り組みとして周回賞を新設しました。
決められた周回を 1 位で通過した選手には -1 秒のボーナスタイムを総合時間に反映します。
つまり周回賞 1 回獲得につき、フィニッシュタイムから 1 秒引いていきます。
周回ポイントはこちら
5 周回（終了時）

対象クラス：100km ソロ /200km ソロ

10 周回（終了時） 対象クラス：100km ソロ /200km ソロ
15 周回（終了時） 対象クラス：100km ソロ /200km ソロ
20 周回（終了時） 対象クラス：100km ソロ /200km ソロ
25 周回（終了時） 対象クラス：200km ソロ
30 周回（終了時） 対象クラス：200km ソロ
35 周回（終了時） 対象クラス：200km ソロ
40 周回（終了時） 対象クラス：200km ソロ
また、ポイント周回ごとの副賞も準備しています。
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Topics
チーム戦を新設しました !!
ソロ 200km のカテゴリーにおいて、上位 2 名のチームメンバーのフィニッシュ時間を合計した、

団体総合時間成績を表彰します。
エントリーの必要はありません。以下の条件を満たしてください。
条件
・チーム名が同じ（表記においても）であることが条件です。
・チーム内上位 2 名の合計タイムで「チーム総合順位」を決定します。
・チーム戦参加選手は同一ジャージ着用（上着のみでも可）が義務付けられます。

レース中、そして完走したら…
200km・100km ソロ・チームそれぞれで出走上位パーセントに応じた記念品タオルを
受付テントでゲット！
上位 5％以内＝ゴールド、上位 6 ～ 15％＝シルバー、上位 16 ～ 30％＝ブロンズ、
それ以降＝ブルー
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