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【会場周辺マップ】  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koumi Mighty-Duro 2017＊＊＊＊＊＊＊ 

《参 加 受 理 証》＊＊＊＊＊＊ 
       チーム名／代表者 

今回                                の    名が当大会の下記カテゴリーへ参加申し込みされたことを受理致します。 
 

□ＭＳ（２４時間ソロ）     □２４ｈ（２４時間オープン）     □７ｈ（７時間オープン）     □招待枠 
 

受付番号 
＊ 

＊ 
＊ 

 ゼッケン 
＊ 

＊ 
＊ 

２０１７年   月   日 

小海プティリッツア探索委員会２０１７ 
この受理証は当日受付 

へ必ず提示して下さい。 

 

★チーム登録 □期日内  □期日後  □全額招待  □半額招待  □特別枠 ？       円 －メ モ－ 

※カテゴリーの統合につ

いて・・・#２１項参 

 

※！ 

 

 

★個人参加費 ＊ライダー 円×（    名＋   名×０．５）＝ ？       円 

 ＊サポート ４,０００円× 名＋３,０００円× 名＋２,０００円× 名＝ ？       円 

□入場料（特別枠等） ３,０００円× 名＋２,０００円× 名＋１,０００円× 名＝ ？       円 

   

★申込人数／ライダー：    名＋サポート：    名＝    名     合計： ？      円 

 

入場方向 

ガソリンスタンド（廃業）／最寄：小海駅前 

至 リエックス 

至 清里 

至 小海駅 

美術館＆八峰の湯 

（入場待機） 

※ピット前にはチーム名を書いた看板を用意して下さい。 

※ＦＭラジオもご用意下さい！ 

農 場 

商 店 

観光協会 

コンビニ 

一般キャンプ場 

《変更・追加・レンタル・ＢＢＱ 連絡先》 

ＴＥＬ・・・０９０－５５７３－９３７２ 

ＦＡＸ・・・０３－６３６８－４６６１ 

Ｅメール・・・bikejoyq@aol.com 

★スタート＆フィニッシュ・賞典 

★本部・受付・検車・計測 

【ピット】 
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～参加案内～ 

 

この度は参加申し込み頂き誠にありがとうございます。参加に際しての注意事項をご案内申し上げます。 

 

１．現地までの交通について 

 ★名古屋方面より中央自動車道諏訪ＩＣ       R299麦草峠～リエックス～松原湖  約50ｋｍ／１時間10分 

★中央自動車道小淵沢ＩＣ            八ケ岳公園道路～R141野辺山～松原湖  約46ｋｍ／１時間15分 

★東京方面より中央自動車道須玉ＩＣ             R141清里～野辺山～松原湖  約45ｋｍ／１時間10分 

★東京方面より上信越自動車道佐久南ＩＣ             R141臼田～小海～松原湖  約28ｋｍ／50分 

※会場への入場は、八ケ岳美術館の前を通って、別荘地のある西側から入って下さい。農場側は通行規制があります。 
 

２．受付について 

 オートキャンプベースのイベントのため、会場への入場と競技へのエントリーがあります。 

①金曜泊／１０月６日(金)の前泊は一般のオートキャンプ扱いになり、車一台＋テント一張りにつき５４００円を開発公社に納めて下さ

い。午後５時以降到着の場合は翌朝の徴収になります。サイトはピット予定地とは異なるため再移動もあります。 

②入場および入場受付／金曜泊以外の入場は７日午前１２時よりとし、それまでは美術館前駐車場で待機して下さい。（※場所取り

はスタッフに要確認！） 入場はスタッフの指示を受けピット設営に向かい、設営後に入場受付、エントリー受付をお願いします。 

※入場料・・・一般３０００円、中高生２０００円、小学生以下１０００円です。（今回はエントリーフィーに含んでいますが、招待枠等には

必要となります。）   ※入場証代わりのバンダナは、常に身体のどこかに着用して下さい。 

③入場＆エントリー受付／７日午後１時より大会本部テントで入場受付を行います。ピットスペースを確保してから、代表者がまとめ

て行って下さい。受理証を提示し、グループの人数分のゼッケンやホルダー、バンダナ等を受け取って下さい。 

④イレギュラー／変更、追加、入金等のあるグループはイレギュラーデスクで対応します。 

※受付は、８日早朝にも行いますが、スタートに間に合わないメンバーがいる場合はご連絡下さい。 
 

 

３．主なスケジュール 

 

※大会本部 

090－5573－9372 

１０月 

０７日 

（土） 

12:00～ 

13:00～17:30 

15:00～17:30 

16:00～17:30 

17:30～18:30 

入場誘導、ピット設営・・・・（※場所取りは現場スタッフに要確認のこと！！） 

小海マイティデューロ２０１７エントリー受付 

検車 

試走（フルコース／交通規制ナシ。横断等は自己管理で！） 

マイティデューロ・イブ（チーム紹介＆ＢＢＱ） ※ＢＢＱは要予約・・・#16項参照 

※その他のスケジュール

は当日のプログラムで

確認して下さい。 

 

１０月 

０８日 

（日） 

 5:30～ 7:00 

 7:30～ 8:00 

09:00 

13:00～15:00 

16:00～ 

18:00～20:00 

21:00 

試走（当日受付・検車）     【※７時に出走メンバーの最終確認を行います。】 

ライダーズミーティング 

小海マイティデューロ２０１７スタート 

仮装コンテスト 

７時間フィニッシュ 

シェフコンテスト／ライティングコンテスト    ※１９時頃７時間表彰式 

ハーフタイムセレモニー 
 

 

４．メンバー変更、イレギュラーについて 

 メンバー変更や追加は事前に電話連絡を入れて下さい。変更、追加の受付は １０月５日（木）までとします。その際の料金は当日受

付でイレギュラーとして対応します。（※但し、メンバーの確定はスタート２時間前の出走サインで行います。） 

※キャンセルは大会規則の 2.6.2 に準じます。キャンセルの返金、不足や追加の徴収は受付のイレギュラーデスクで処理します。

当日の飛び入り参加は全てイレギュラーデスクで対応します。   ※今回のカテゴリー統合については#21項参照 
 

 

５．金曜泊について 

 会場の松原湖高原オートキャンプ場は、１０月７日（土）正午から９日（月）午後まで大会実施のためグラウンドの占有をしています。そ

のため６日（金）の前泊は一般利用者として、出来れば一般用キャンプサイトをご利用下さい。 

＊オートキャンプ／車一台＋テント一張り：5,400円、車一台車中泊：2,160円（小海町開発公社：０２６７－９３－２５３９） 

＊民宿、旅館、ホテル／松原湖周辺に多数有り。１泊：６千円～９千円（観光協会宿泊案内所：０２６７－９３－２００５／月休） 
 

 

 

 

 

 

 

※現地情報／◆松原湖観光協会：ＴＥＬ＆ＦＡＸ. ０２６７－９３－２００５   ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｋｏｕｍｉ－ｋａｎｋｏｕ．ｎｅｔ/ 

※現地情報／◆（一社）小海町開発公社：ＴＥＬ０２６7-９３-２５３９ ＦＡＸ０２６7-９３-２５２０   ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｋｏｕｍｉ－ｔｏｗｎ．ｊｐ/ｋｏｕｓｈａ/ 

※現地情報／◆小海リゾートシティ・リエックス：ＴＥＬ０２６７－９３－２２１１   ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｒｅｅｘ．ｃｏ．ｊｐ/ＫＯＵＭＩ 
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６．ピット設営について 

 ピットスペースは現場スタッフの指示に従って確保して下さい。今回はグラウンドのみをピットとします。ピットへの車両の入場は１チ

ーム２～３台とします。昨年までは「林間キャンプ場には大型車は入場できません。トラック等で機材を運んで来た場合、舗装路で荷物を下ろ

し、指定の場所に駐車して下さい。また、中型以上のキャンピング車は当日来場前に連絡して下さい。」としていましたが、今回は自由です。 

※ピットへ駐車した場合、大会終了まで移動は不可となります。買い出しを予定されるグループは、買い出し用の車を指定の場所

（グラウンド入口やロータリー付近）に駐車して下さい。また途中入場するチームメンバーも同様です。 

★７時間参加で、日帰りを希望するチームは、事前にご相談ください。 

※ピット前にはチーム名を書いたプレートを設置して下さい。  （デザイン自由／ピット大賞の選考対象) 
 

７．キャンプについて   ＊装備が整っていないと、集中してレースを楽しめません！ 

 トイレ、水道、シャワー、洗濯乾燥機と設備の整ったオートキャンプ場ですが、照明および電源はありません。またキャンプには各個

人でライト、雨具等を用意するのは常識です。 

※装備／標高１２００ｍの１０月中旬の気候は日中暖かくても、明け方は真冬並みの寒さです。暖の取れる装備を忘れずに。また、こ

の時期の晴天率は高いですが、予期せぬ雨もあります。タープを用意し水はけを考えてピット設営して下さい。 

※照明／ピット作業に支障のない光量を確保して下さい。 

※発電器／排気ガスおよび騒音の迷惑が考えられるため、ピット外に設置しコードを引いて下さい。 

※食材／１泊２日＋α、５～６食分の食材はかなりの量になります。持ち込み、買い出しの両面で準備を考えた方が良いでしょう。会

場から約２０分の小海町にスーパーが数店あります。 

※駐車場／ピット内に入り切れない車や大型車、買い出し用の車はグラウンドやロータリー付近に駐車して下さい。 

※シャワー／コインシャワーがキャンプ場内および別荘管理棟横にあります。（２００円４分） 

※コインランドリーもあります。（洗濯機３００円４５分、乾燥機３００円１時間） 
 

８．データキャリアホルダーについて 

 自動計測システム「ウイナーⅡ」では、５５×８５×４．５ｍｍの大きさの“データキャリア／電波発信チップ”をマシンに取り付けて、リレ

ーして使用します。そのため、ビニール製の「ホルダー」をライダーの人数分配布しますので、固定のためのビニールテープを必ず

用意して下さい。取り付けは現地で説明します。 

 

９．ゼッケンについて 【諸事情により過去の物の流用になります。】 

 １３５×１８８ｍｍの「フロントゼッケン」をハンドル全面下部に取り付けます。ライトの取り

付け位置に注意して下さい。また、９８×１３４ｍｍの「バックゼッケン」をサドル後部に

取り付けます。ゼッケン番号の数字は各チームで記入するようになります。細太の両端

の使えるゼブラのマッキー黒色や赤色、青色を用意して下さい。 

 

 

10．検車について 

 検車はセルフチェック（第三者確認）によって行います。各自、参加者同士でマシンの整備状況の他、ライトと尾灯の有無、ゼッケンと

ホルダーの装着、ライダーの服装のチェックを行って下さい。チェック終了後、セルフチェックカードと検査したマシンを持参して、検

車シールをスタッフに貼ってもらって下さい。            ※機材、ヘルメットの使い回しは検車時に申告して下さい。 

 

11．ライトについて   ＊コーナーでの路面確認にはヘッドライトが有効です！ 

 コース上の照明は原則として行いません。暗闇の林間コースは危険のため、光量の確保、維持のため常時２灯のライト点灯と後続に

知らせる尾灯を義務とします。ヘッドライトは目線を照らすので、あると非常に有効です。ワークスのヘッドライトは義務となっていま

す。（大会規則4.10.3） 

※常時１灯点灯のため予備も含め２灯以上のライトを装着して下さい。フロントハブ取り付けタイプは林間走行には不適のため不可と

します。尾灯は赤に統一（点滅タイプ可、人体取り付けタイプ可）。バッテリーや乾電池は各チーム十分な量を用意して下さい。 
 

12．ウエア＆マシンについて 

 ヘルメット、ゴーグル、グラブは着用義務となっています。また、マシンの整備は十分に行って下さい。使用マシンの台数は、数年前

より制限を無くしました。夜用、雨用と数台用意してもＯＫですが、検車は必ず受けて下さい。 
 

13．ミニＦＭについて 必ずご用意下さい！  ８９．０Mhz 

 ２４時間には欠かせない、会場内のインフォメーション用のミニＦＭです。各チームでＦＭラジオを用意して下さい。特に今

回はスピーカー等の音響設備は用意しないので、必携備品となります！ 

※ミニＦＭでは、セルフリクエストを行いますので、各自でＣＤを持参して下さい。また順位の定時発表や、ＦＭを使ったリスナークイ

ズも行ないたいと思っています。ＦＭに耳を傾けるだけでなく、参加もお願いします。 
 

 



 

 

 

 

 

―小海プティリッツア探索委員会２０１７／Ｐ4― 
 

14．コース試走について 

 コース途中に一般道を横切る部分があるため、当日のレース中以外は、コースは分断されています。試走可能ですが自己管理でお

願いします。７日・８日とも試走時間が決まっており、検車シールの貼ってあるマシンでヘルメット、グラブ着用で走行して下さい。 
 

15．スーパーラップコンテスト(SLC)について・・・今年は、グラウンドのみのピットのため、それを活用したスタート方法を考えます。また、

ピット入場を優先するためＳＬＣは行いません！ 

 ※参考・・・「スーパーラップコンテスト」をショートコース（御神木ループ／当日発表）で実施します。目的は、ベストラップによるスターティンググリッド決定ですが、スーパーラップコンテストは

義務ではありません。但し参加しない場合、スタート順が後方になります。（スタート方法・・・第１グループ：上位１０チーム、第２グループ：ＳＬＣ参加チーム、第３グループ：ＳＬＣ不参加チーム、

の順に間隔を開けて並び、時差式のウエイブスタートを行います）  ※今回は試走後、ゼッケン抽選を行い、出走順を決め、一発決勝で行います。 

 

16．マイティデューロ・イブについて（ＢＢＱ予約） 

 ７日（土）午後５時半よりオートキャンプ場管理棟前にて、小海町開発公社の提供による“バーベキュー”を囲んでの交歓会を行いま

す。バーベキューは人数分の材料（マトン肉、高原野菜、焼きソバ）を用意するため予約が必要です。希望者はＦＡＸまたはＥメール

で、チーム名とバーベキュー参加人数を１０月４日（水）夜までにご連絡下さい。（食器＆ドリンク持参！／炊飯器持参可！？） 

※八峰の湯（ヤッホーの湯）は、入浴受付が午後８時まで、閉館が午後９時です。バンダナ提示で、地元価格３００円で入浴可。 
 

17．ライダーズミーティングについて 

 開会式に続き、ローカルルール、スタート方法、コース、などの説明、諸注意をライダ 

ーズミーティングとしてスタートゲート前で行います。ライダーは全員出席して下さい。 

※ライダーズミーティングの前に、出走ライダーの最終確認を行います。 

そのメンバーがリザルトや入賞盾に反映されます。 
 

18．仮装、シェフ、ライティングコンテストについて 

 レース中にステージ前で時間を決めて審査（当日事前申込）をします。仮装コンテストは午後２時から、シェフコンテストは午後６時か

ら、ライティングは午後７時から審査を行いますので、その時間帯に合わせて準備をして下さい。 

※ライティングコンテスト審査希望者は、予備審査をイブに行いますので、点灯準備をして出席して下さい。 

※24Ｈではゴール後インタビューをしますので、フィニッシュライダーの化粧直しや仮装を推奨します。 
 

19．エイドステーションについて 

 走りながらの食物の摂取は規制（大会規則 3.7.2 および 5.11）されています。エイドステーションまたは各自のピットでお願いしま

す。（※エイドステーションはセルフサービスですが、水やスポーツドリンク等を用意します。※諸事情により設置ナシもあります。） 
 

20．クロスパーティ／ハーフタイムセレモニー 

 シェフコンテストやライティングコンテストに並行して、７時間やサブメニューの表彰式を行います。（※小海町協賛のとん汁サービス

は諸事情によりキャンセルとなりました。その代わり、小海町賞を用意する予定です。） 
 

21．カテゴリー統合について 

 カテゴリーをＭＣ（２～３名）とＭＥ（４名以上）とＭＯ（３～６名）として募集しましたが、エントリーのバランスに欠ける部分があったの

で、２４ｈオープンクラスのみに再編して、５０％と７０％のボーダー表彰を設けることにします。 
 

22．備品レンタルについて  個別連絡済み！ 

 運動会テント１３０００円、ストーブ３５００円、発電機１８０００円、テーブル１２００円、イス３００円で申し受けますが、 

テントの数には限りがあるので、個別対応とします！！ 

※燃料は満タンで貸し出します。追加は別料金です。 
 

23．健康保険証もしくは保険証番号の控えを必ず持参して下さい。 

24．大会本部：０９０－5573－9372 ・・・ 変更やＢＢＱ予約、備品レンタルにも対応します。 

25．小海プティリッツア探索委員会２０１７事務局 

 〒３８４－１１０３ 長野県南佐久郡小海町大字豊里５９１８－２ (一社)小海町開発公社内 

ＴＥＬ．０９０－５５７３－９３７２  ＦＡＸ．０３－６３６８－４６６１  Ｅメール bikejoyQ@aol.com 

ＵＲＬ  http:// www.bike-joy.com/MD25th.htm 
 

オートキャンプ問い合わせ／Ｔ．０２６７－９３－２５３９ Ｆ．０２６７－９３－２５２０ Ｅ． ka ihatukousya@koumi-town.jp  
http://www.matsubarako-kogen.jp/ 

 

 

※入場料補足・・・今回、入場料を含む料金体系にしましたが、招待チームおよび特別枠チームには、入場料が発生します。

一般３，０００円、中高生２，０００円、小学生以下１，０００円を、お願いします。 

 

 

 

 

《変更・追加・レンタル・ＢＢＱ 連絡先》 

ＴＥＬ・・・０９０－５５７３－９３７２ 

ＦＡＸ・・・０３－６３６８－４６６１ 

Ｅメール・・・bikejoyq@aol.com 
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