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参加案内の前に重要なお知らせです

受付方法

○ナンバーカード引換について
事前にお送りしたメールに記載された URL もしくは「RUN PASSPORT アプリ」で参加票を表示
もしくは印刷して受付でご提示ください（詳しくはお送りしたメールをご確認ください）。
RUNNET のマイページよりご確認もできます。
http://runnet.jp/entry/runtes/user/pc/pcUserRacePlanListAction.do

検温と体調チェックシートについて
大会前日の受付時に検温と体調チェックシートの提出をお願いいたします。受付間時間内に提出が出来ない
場合は参加できません。ご注意ください。
検温と体調チェックシートをご提出いただいた方には、リストバンドをお渡ししますので、装着の上、会場内
にご入場ください。
リストバンドをしていない方は、会場内に入場できません。
当日は検温のみ行います。検温後シールをお渡ししますので ナンバーカードに貼って整列してください。検
温済みのシールを貼っていない人は、再度検温していただくことになります。

体調チェックシート
URL:https://gf-yatsugatake.jp/2022/wp-content/uploads/2022/09/physical_condition_check.pdf
QR コードのご案内に従い必要事項に記載の上、大会前日の受付時に必ずご提出してください。

体調チェックシートQR

体調チェック実施期間：9/24（土）～大会前日 10/1（土）の間
☆体調チェックシートは「紙に印刷して提出」をお願いします。
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参加案内の前に重要なお知らせです

大会前日はEXPOで楽しもう。
今年も多くの協賛メーカーさまに恵まれております。
大会前日は森の音楽堂前広場にて、ステージイベントや、芝生広場では各ブースでは楽しいイベントもあります！
まるまる 2 日間、遊んじゃいましょう！

協賛メーカーがイベントを盛り上げます！

KABE は 1957 年に設立された北欧スウェーデンのキャンピングカーとトレーラーハウスのメーカーです。
過去の豊富な経験をもとに開発された製品を KABE　JAPAN は日本総代理店として販売しています。
https://kabejapan.com

糖質のトップメーカーである DM 三井製糖が開発した次世代の糖質 “ パラチ
ノース ”。 

持続性のエネルギー源という特徴を活かし、長時間の戦いに挑むアスリートの栄養補給をサポートします。 
エイドにてパラチノース配合ドリンクや、パラチノース配合補給食を配布いたします！（詳細はプログラムを
ご参照ください）。 既に持久系スポーツではトップアスリートを中心に活用が広がってきているパラチノース。
是非お試しください！  　https://www.palatinose.jp/purepala/ 

「3 年ぶりのグランフォンドピナレロ八ヶ岳です！」
DOGMA F の試乗車もご用意！フィジーク最新シューズのフィッティング
デモやエリート最新スマートトレーナー試乗、ピレリのチューブ交換講

習会などエキスポブースも盛りだくさんな内容です！
今年はファウスト・ピナレロ氏も皆さんと一緒にグランフォンドを走ります。水も空気も景色もキレイな八ヶ岳
南麓でサイクリング三昧を楽しみましょう。　www.pinarello.jp

　　　　　　　　　　　　　　　　今大会では、スタートからフィニッシュまでオールスポーツコミュニティ
　　　　　　　　　　　　　　　　のプロカメラマンが、みなさまの勇姿を撮影します！
　　　　　　　　　　　　　　　　写真は、後日インターネットで閲覧・購入できます。
↓大会終了後、写真公開通知のメールを希望される方はこちら！↓
https://allsports.jp/event/01096674.html

フォトクリエイト
（オールスポーツコミュニティ）
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タイムテーブル

10月1日（土）
13:00　　参加者受付開始　　　
14:00　　ウェルカムパーティ 挨拶
14:30　　グランフォンドピナレロ八ケ岳コースガイド
　　　　  出演：今中大介さん & 栗原正明さん
15:00　　パラチノーストークショー／
　　　　  コース攻略のための補給術
　　　　  出演：toms cycling、ラファレーシング
　　　　  　　   矢野大介さん・窪田博英さん

大会本部

救護

キャットアイ

芝生広場

オージーケーカブト

音楽堂入口

ウエルカムパーティ
ステージ

 

 

案内看板

案内看板

案内看板

山梨県
車連控え

メカニックブース

グランフォンドピナレロ八ヶ岳 2022

レイアウト図　10 月 1 日　大会受付

2022.10.1

10/1 受付エリア

展示車両

展示車両

KABE JAPAN

展示スペース

フード
エクスチェンジ

展示車両

受付・会場の導線

⇦

⇦

⇦
AS
休憩テント

ピレリ

⇦
ピナレロ
ラウンジ

ピナレロ ピナレロ ピナレロ
試乗コーナー

ピナレロ
DOTOUT オークリー フィジーク

⇦

カンパニョーロ

フルクラム

エリート

オーストリッチ

⇦⇦

ダイアテック

パラチノースラファレーシング

16:00　　ピナレロトークショー 
　　　　  出演：ファウスト・ピナレロさんほか　　　
16:30　　開会セレモニー
16:50　　大抽選会
17:20　　終了

※ 9/26 変更になりました 

大会本部

救護

完走メダル
配布エリア

キャットアイ

芝生広場

オージーケーカブト

オーストリッチ

音楽堂入口

 

 

案内看板

案内看板

案内看板

山梨県
車連控え

AS 休憩テント

メカニックブース
　　　　8:30 まで

カンパニョーロ

グランフォンドピナレロ八ヶ岳 2022

レイアウト図　10 月２日　大会当日

フルクラム

ピレリ

2022.10.2

START/FINISH
↑↑↑↑

↓↓↓↓

フィニッシュ後

10/2 荷物預かりエリア

荷物預かりまでの導線

展示車両

展示車両

KABE JAPAN パラチノース

展示スペース

フードエクスチェンジ

⇦⇦⇦⇦

⇦

⇦

ラファレーシング

ダイアテック

⇦

エリート

ピナレロ
ラウンジ

ピナレロ ピナレロ ピナレロ試乗
ピナレロ
DOUTOUT オークリー フィジーク ⇦

会場図 10月1日

10月2日
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グランフォンドピナレロ八ヶ岳【参加案内】
大会名

グランフォンドピナレロ八ヶ岳 with グラベル
supported by パラチノース

会場

山梨県北杜市 （メイン会場：清里の森、森の音楽堂・芝生広場）

開催日

2022 年 10 月 2 日（日）※受付は10月1日（土）のみ

主催

グランフォンドピナレロ八ヶ岳実行委員会
( 構成団体：一般社団法人北杜市観光協会、八ヶ岳
観光連絡会、山梨県自転車競技連盟、山梨県サイクリ
ング協会、北杜市スポーツ協会、北杜市商工会、北杜
交通安全協会、八ヶ岳やとわれ支配人会、NPO 清里
観光振興会、その他諸団体 )

特別協賛

KABE JAPAN

協賛

パラチノース　ピナレロジャパン

後援

山梨県   北杜市  山梨日日新聞社  山梨放送  
エフエム富士  八ヶ岳ジャーナル社   エフエム八ヶ岳  
エフエム甲府  公益社団法人やまなし観光推進機構

（順不同、予定）

企画協力

FUNRiDE

グランフォンドピナレロ八ヶ岳　３つの約束

①交通規則を守ろう
・並走しない、1 列走行
・赤信号停止
・キープレフト
②ゴミを絶対残さない

・サイクリストのマナーの良さをアピールしよう

③困っている人がいたら助け合う
・みんな同じイベントに集まった仲間です

大会スケジュール

10月1日（土）
12:00　駐車場オープン
13:00　参加受付開始　※受付は前日のみです。
       　　出展ブース展開
14:00　ウェルカムパーティ　開始
16:30 開会セレモニー
16:50  大抽選会
17:20 ウェルカムパーティ終了
18:00　参加受付終了
10月2日（日）
5:00　駐車場オープン
6:40　グランフォンド  グラベルフォンド  整列開始
6:50　オープニングセレモニー
7:00　グラベルフォンドスタート
7:15〜8:30　グランフォンドスタート
17:00　全コース制限時間
17:30　閉会宣言・大会終了
※スタートに間に合うようにご来場ください。

車をご利用の場合

・東京方面から
高井戸 IC から中央自動車道を利用して須玉 IC 経由
で総所要時間約 200 分。
高井戸 IC から長坂 IC 経由で総所要時間約 190 分。
・名古屋方面から
小牧 JC から中央自動車道を利用して小淵沢 IC 経由
で総所要時間約 180 分。
長坂 IC 経由で総所要時間約 170 分。
・軽井沢方面から
上越自動車道佐久 IC より国道 141 号経由で約 80 分。
・静岡方面から
清水 IC より国道 52 号線を経由して中部横断自動車
道南アルプス IC へ。双葉 JC から中央自動車道に入り
長坂 IC より清里高原道路経由で総所要時間約 150 分

電車をご利用の場合

・新宿駅からJR中央本線特急を利用。小淵沢駅から
JR小海線に乗り換え、清里駅からタクシーで約5分。総
所要時間150分。



5

選手受付

【日時】10 月 1 日（土）
【場所】清里の森（芝生広場内）

　　　  山梨県北杜市高根町清里 3545-1
【時間】13:00 〜 18:00

事前にお送りしたメールに記載された URL もしくは
「RUN PASSPORT アプリ」で参加票を表示
・ピナレロ窓口が設けてあります。
・レイトイー・モシコムの場合はレイト窓口でお名前
　を提示して下さい。
もしくは印刷して受付でご提示ください（詳しくはお
送りしたメールをご確認ください）。
※大会前日駐車場は①清里の森駐車場、②市営駐車
　場のみとなります。駐車券は必要ありません。

配布物

①ナンバーカード 1 枚（背中につけてください）、
　ヘルメットシール
②参加賞
③当日駐車券（申込者のみ）
④オフィシャルガイドブック、各種パンフレット
⑤エイドチケット（グランフォンド、グラベルフォンド、
　で内容が異なります。）

荷物預かり

【場所】清里の森（森の音楽堂内）
【時間】10 月 2 日（日）6:00 〜 17:00

車以外でご来場される方のために、荷物預かり所を
設置します。窓口でナンバーカード番号を記入した荷
札を荷物に取り付けてお渡しください。返却の際はナ
ンバーカード番号と照合しますので、必ずナンバーカー
ドをお持ちください。
※荷物の返却も森の音楽堂内で行います。

コースについて

グランフォンド
全長 105km、獲得標高約 2.200m の本格山岳コース
です。
前半の 40km は下り基調のアップダウンコース。中
盤から後半にかけて上りが続きます。難関は約 73km
地点の大豆生田（標高 460m）から明野までの上り。
約 91km から始まる海岸寺峠がハイライトとなります。
グラベルフォンド 
全長 117km で、グラベル区間はおよそ 11km（アプロー
チの舗装路は含まず）。歴史ある信玄棒道、明野のグ
ラベルヒルクライム、海岸寺の極上グラベルルートの
３セクターをお楽しみください。グラベルコースを満
喫するために、第１分岐のショートカットルートのご利
用を推奨します（およそ 25km のコース短縮が可能）。
詳しいマップデータは QR コードを読み取ってくださ
い。

グランフォンド・グラベルフォンドの各コースの GPX
データは以下の URL よりダウンロードが可能です。

GPS 機能が付属したサイクルコンピュータなどの端末
に取り込むことでナビ機能と併せて利用することが可
能です。各端末の使用方法はそれぞれの説明書など
を参考にしてください。
グランフォンド・グラベルフォンドともに第１分 岐

（ショートカットコース）を反映しているデータもアッ
プします。
URL：https://onl.la/suG2tA8
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スタート方法

【グラベルフォンド】
7:00〜7:15　10人ずつ30秒間隔のウェーブスタートを
予定

【グランフォンド】
7:15〜8:00　15人ずつ30秒間隔のウェーブスタートを
予定

スタート整列の順番は指定しません。並んだ順に 10
〜 15 人ずつ（予定）スタートとなりますので、早く出
走したい方はなるべく早く準備を整えて、スタート整
列にお並びください。
また、仲間で一緒にスタートしたい方は一緒にお並び
ください。整列は横に 5 人ずつで、2 〜 3 列一緒に
スタートする予定です。スタート後、約 2 キロの上り
がありますが、「八ヶ岳高原ライン」へ出ると長い下り
坂が続きます。
この区間は速度制限の時速 30㎞ /h を超えないよう
に、ゆっくりと下ってください。
今大会は豪雨の影響で、事前に発表していたコース
の一部の通行が困難であるため、コース変更をおこ
なっています。
詳しくは大会ホームページの「コース＆アクセスのペー
ジ」「ガイドマップ」をご確認ください。

グラベルコースの走行について

グラベルコース走行において以下の①〜③の遵守を
お願いいたします。　
①一般の歩行者、走行車に配慮して走行すること。( 無
理な追い越しの禁止、追い越しの場合は減速、声掛
け )　　　　　　　　　
②森林植生保護のため、追い越し、迂回等の時にト
レイルをはずれて林内に乗り入れることを禁止する。
③地盤の浸食防止のためスピードを抑えること。

グラベルフォンドのチェックポイントについて

グラベルフォンドでは安全対策の一貫として、通過し
たことの証明として３ヶ所のエイドステーション（第１、
５、海岸寺ウォーターステーション）にサインボード
を設置しています。必ずサインをして通過してください。
サイン後、グラベル参加者へ補給食提供があります。

グラベルフォンド
 第一分岐ショートカットの推奨について

３つのグラベルコースをすべて楽しんでいただくため、
グラベルフォンドでは第一分岐にてショートカットコー
スを推奨しています。このショートカットで約 25km
ショートカット（全長 92km）となります。第一チェッ
クポイントでショートカット利用のチェック欄がありま
すので、ショートカットする場合は必ずチェック欄を
埋めてください。ショートカットした場合、武川・長
坂のエイドステーションは利用できませんのでご注意
してください。
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関門（制限時間）

・関門時刻までに通過できない場合は、走行を中止
  していただきます。収容車で大会会場（スタート地点）
  までお送りします。自転車については、別車両にて
  お運びし、大会会場（スタート地点）にて返却いた
  します。
・2 箇所の分岐地点にも制限時間を設けています。制
  限時間後は全員ショートカットコースへの誘導となり
  ますので、ご了承ください。
・グランフォンドおよびグラベルフォンドは時間差でス
  タートするために、各関門時刻までの残り時間に個
  人差があります。ただし最終のスタートでも十分に
  余裕のある設定としていますので、スピードを出しす
  ぎずあわてずにお楽しみください。

リタイアについて

競技中何らかのトラブル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。係員が見当たらない
場合は、大会開催中の緊急連絡先（大会本部の携帯
電話：070-1053-6201）まで、直接電話してください。
なお、走行可能な場合は上記の第 3、6 エイドの関門
まで自走の上、関門スタッフにリタイア申告してくだ
さい。収容車にて大会会場までお送りします。

設置距離
※（カッコ）は

グラベルフォンドの距離数
関門時間

第 1 分岐
約23.4km
（29km）

10時30分

第３エイド
約48km

（53.5km）
12時30分

第 2 分岐
約69.8km

（75.3km）
13時30分

第６エイド
約90km

（103km）
15時00分

フィニッシュ
約105km

（117km）
17時00分

エイド（給水・給食）

・グランフォンド（約 105km）は 8 ヶ所のエイド、ウォー
ターステーション２ヶ所を設置します（第 1 〜 8 エイド、
白州、海岸寺ウォーターステーション）
・グラベルフォンド（約 117km）は 7 ヶ所のエイド、
ウォーターステーション１ヶ所を設置します（第 7 エイ
ドステーションは除く）
※グラベルフォンドのみフード提供あり

エイド 場所
距離

内容グラン
フォンド

グラベル
フォンド

第 1
エイド

道の駅
こぶちさわ

約
18km

約
25km

水、
フード、
パラチ
ノース

第 2
エイド

せせらぎ
ホール
駐車場

約
40km

約
45.5km

水、
フード

第 3
エイド

長坂駅裏
駐車場

約
48km

約
53.5km

水、
フード

第 4
エイド

高根
体育館

約
62km

約
67.5km

水、
フード

第 5
エイド

明野浅尾
財産区
駐車場

約
78km

約
82.5km

水、
フード

第 6
エイド

おいしい
学校

（大正館前）

約
90km

約
103km

水、
フード、
パラチ
ノース

海岸寺
ウォーター

ステーション

海岸寺
ピーク付近

約
93km

約
106.5km

水
（※）

第 7
エイド

JA梨北・
清里

出張所

約
97km - 水、

フード

第 8
エイド 丘の公園 約

101km
約

114.5km
水、

フード

フィニッシュ 清里の森 約
105km

約
117km

水、
フード
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駐車場について

大会前日　10 月 1 日 ( 土 )　12：００～１８：００
①清里の森駐車場、②市営駐車場のみ
大会前日は駐車券は必要ありません。
大会当日　10 月 2 日 ( 日 )　５：００～１８：００　
大会前日の選手受付で、申し込みの際に「駐車券あり」
を選択された方に、駐車券をお渡しします。駐車券
は指定の駐車場が明記されていますので、大会当日
は車両のフロントガラス部へ駐車券を提示の上、駐車
してください。大会当日は、駐車券のない車両は駐
車できませんので、ご了承ください。四校

■グランフォンド八ヶ岳　サービスショップ一覧
※食事をオーダーされた方にナンバーカード提示により受けられるサービス
　パンの家　Ｍ－１は、来店すれば試食できます。

エリア ショップ名 
 サービス内容 
 住所／ＴＥＬ
会場内(管理事務所向い） カフェテリア木の里 
 ソフトドリンク 
 北杜市高根町清里3545-1  
 0551-45-6766
会場内(スタート付近） ルミエール 
 5％0FF 
 北杜市高根町清里3545-1  
 0551-48-4822
 ヒッコリーファーム 
 ミニソフトクリーム 
 北杜市高根町清里3545-1  
 0551-48-4825
 ミロ清里 
 コーヒー 
 北杜市高根町清里3545-1 
 0551-48-3737
萌木の村 レストランＲＯＣＫ 
 10％OFF 
 北杜市高根町清里3545萌木の村 
 0551-48-2521
 メリーゴーランドカフェ 
 10％OFF 
 北杜市高根町清里3545萌木の村 
 0551-48-3741
コース まきばレストラン 
 ジャンボバーガー半額 
 北杜市大泉町西井出8240-1 
 0551-48-2521
 パンの家　Ｍ－１ 
 アップルパイ試食 
 北杜市大泉町谷戸5883 
 0551-38-4181
 ククーカフェ 
 要確認 
 北杜市大泉町西井出
 0000-00-0000
 北甲斐亭 
 季節の小皿１品 
 北杜市高根町清里2890-1
 0551-48-5541

■開  催  日：2018年9月30日（日）
■会　　場：清里の森　　  
■主　　催：グランフォンド八ヶ岳実行委員会
（構成団体：一般社団法人北杜市観光協会、八ヶ岳観光連絡会、山

梨県自転車競技連盟、山梨県サイクリング協会、北杜市体育協会、

北杜市商工会、北杜交通安全協会､NPO清里観光振興会、八ヶ岳や

とわれ支配人会、その他の諸団体）

■協　　賛：     
■後　　援：山梨県、北杜市、山梨日日新聞社、テレビ山梨、
エフエム富士、八ヶ岳ジャーナル社、エフエム八ヶ岳、公益社
団法人やまなし観光推進機構、エフエム甲府（順不同）
■企画協力：  
■参加カテゴリー

■駐車場オープン　※駐車場案内図参照
・ 大会前日　9月29日(土） 12：00～18：00
　（①清里の森駐車場、②市営駐車場）

・ 大会当日　9月30日(日） 5：00～18：00
 ※指定の駐車場へ駐車をお願いいたします。 

大会前日の選手受付で、申込の際に「駐車券あり」を選択
された方に、駐車券をお渡しします。大会当日の来場の
際には、車のフロントガラス部へ駐車券を提示の上、係
員の誘導に従って駐車してください。大会当日は駐車券
の無い車両は、駐車できませんのでご了承ください。な
お、大会前日の駐車場は①清里の森駐車場、②市営駐車
場のみとなります。  

■選手受付
・ 場所　清里の森・森の音楽堂
 山梨県北杜市高根町清里3545-1
・ 時間　9月29日（土）13:00～18:00

■配布物
①バイクナンバーカード1枚（計測タグ付き）②参加賞③
駐車券（申込者のみ）④オフィシャルガイド・各種パンフレ
ット⑤エイドチケット
■健康管理について

・参加者の皆様に健康をチェックしていただくため大会
前に「健康チェックリスト」を大会ＨＰに掲載します。チ
ェックリスト確認いただき自己管理を行って無理な出
走はしないようご協力をお願いいたします。チェックリ
ストは提出の必要はありません。

■完走証の発行について
・当日はゴール後に完走賞、完走メダルを森の音楽堂で
お渡しします。
スタッフにナンバーカードをご提示ください。
・完走の確認はバイクナンバーカードにとりつけてある
計測タグで行います。
計測ポイントはスタート、フィニッシュと第2エイドせせら
ぎホール駐車場、第5エイド明野浅尾原財産区駐車場
（※エイドはグランフォンドのみ）で行います。エイドに
は必ず立ち寄るようお願い致します。タグはゴール後、
スタッフが回収いたします。タグは必ずご返却ください。
紛失された場合は、実費請求させていただきます。

■荷物預かり 
・ 場所　清里の森・森の音楽堂
・ 時間　9月30日（日）6:00～17:00
車以外でご来場される方のために荷物預かり所を設置
します。窓口でナンバーカード番号を記入した荷札を荷

競技注意事項

 9:00 ミニツーリング八ヶ岳受付開始
10:00  ミニツーリング八ヶ岳スタート
13:00  参加受付開始 ※受付は前日のみです
   出展ブース展開
   ミニツーリング八ヶ岳終了

14:30 ウェルカムパーティ開始
17:00 ウェルカムパーティ終了
18:00 参加受付終了

 6:00 開場
 6:50 オープニングセレモニー
 7:00 スタート（種目ごと）
  7:00 グランフォンド八ヶ岳
  9:00 メディオフォンド八ヶ岳
 10:00 グルメツーリング八ヶ岳
17:00 全コース制限時間
17:30 閉会宣言・大会終了

物に取り付けてお渡しください。返却の際はナンバーカ
ード番号と照合しますので、必ずナンバーカードをお持
ちください。

■スタート方法
・グランフォンド 7:00 ～ 
（15 人ずつ 30 秒間隔のウェーブスタートを予定）
・メディオフォンド 9:00 ～ 
（10 人ずつ 30 秒間隔のウェーブスタートを予定）
・グルメツーリング 10:00 ～ 
（一斉スタート）
スタート整列の順番は指定しません。並んだ順に10～
15人ずつ（予定）スタートとなりますので、早く出走した
い方はなるべく早く準備を整えて、スタート整列にお並
びください。
また、仲間で一緒にスタートしたい方は一緒にお並びく
ださい。整列は横に5名ずつで、2～3列一緒にスタート
する予定です。
スタート後、八ヶ岳高原ラインへ出ると下り坂が続きま
す。この区間は速度制限として時速30㎞/hを越えない
ように、ゆっくりと下ってください。

■エイド（給水・給食）　※表1参照
・グランフォンド（約113km）は 8ヶ所のエイド、ウォータ
ーステーション２ヶ所を設置します（第1～ 8エイド、白
州、海岸寺ウォーターステーション）
・メディオフォンド（約 73km）は 5ヶ所のエイド、ウォー
ターステーション１ヶ所を設置します（第1、4、6、7、8エ
イド、海岸寺ウォーターステーション）

■関門（制限時間）　※表2参照、グランフォンドのみ
・関門時刻までに通過できない場合は、走行を中止して
いただきます。収容車で大会会場（スタート地点）まで
お送りします。自転車については、別の車両にてお運
びし、大会会場（スタート地点）にて返却いたします。
・2箇所の分岐地点にも制限時間を設けています。制限
時間後は全員ショートカートコースへの誘導となりま
すので、ご了承ください。
・グランフォンドおよびメディオフォンドは時間差でス
タートするため、各関門時刻までの残り時間に個人差
があります。ただし最終のスタートでも十分に余裕の
ある設定としていますので、スピードを出しすぎずあ
わてずにお楽しみください。

■ リタイアについて
競技中に何らかのトラブル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。係員が見当たらない場合は、
大会開催中の緊急連絡先（大会本部携帯電話090-3230-6864)
まで、直接お電話してください。なお、自走可能な場合は表
2の２つの関門まで自走の上、関門スタッフにリタイア申告
してください。収容車にて大会会場までお送りします（自転
車は別車両にて運搬）。

■ 走行上の注意
・本大会は交通規制がされていない公道を走行します。
また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、左側走行を守ってください。 
・全参加者にヘルメットとグローブの着用を義務付けます。 
・追い越しの際は、後ろから声をかけてお互い譲り合っ
て安全走行にご協力ください。
・特に右カーブを走行する際は、常に対向車が来るも
のと予測し、センター側へ寄りすぎないよう十分に注
意してください。
・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。
・危険な走行であるとスタッフが判断した場合は、走行を
中止していただく場合があります。 
・主催者にて参加者全員、傷害保険（死亡後遺症200万円、
入院1日3,000円、通院1日2,000円）に加入いたします。 

・レース中に限らず大会当日の自転車（フレーム・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されるよう
お願いいたします。
・自転車・ヘルメット・ウエ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

■ 荒天による中止の告知について
地震・風水害・事件・事故・荒天（降雪、降雨、強風、雷等）・疫
病その他の理由で、大会開催を中止・中断する場合が
あります。その場合の参加料返金の有無、金額等につ
いてはその都度主催者が判断し決定します。開催中止
の場合の告知については、大会当日9月30日（日）早朝
5:00までに大会ホームページでお知らせします。
※電話での問い合わせは受け付けませんのでご了承ください。 

※順位を競うレースではありません。
　道路交通法とマナーを守って走行するサイクリングイベントです。

走りごたえ抜群の
山岳チャレンジ

約113km

種　目 内　容 距 離

女性もチャレンジしたい
中距離山岳 約73km

八ヶ岳のグルメを満喫できる
ガイド＆昼食付きツアー

グルメツーリング八ヶ岳
所要時間：3～4時間

メディオフォンド八ヶ岳
制限時間：8時間

グランフォンド八ヶ岳
制限時間：10時間

ガイド付き
ツーリング

八ヶ岳の魅力を再発見する
ガイド＆昼食付きツアー

※土曜日開催
ミニツーリング八ヶ岳
所要時間：2.5時間

ガイド付き
ツーリング

Saturday

Sunday

大会開催要項 大会スケジュール（予定）

■実行委員会
◎委員長
　 山梨県自転車競技連盟 会長
 （一社）北杜市観光協会 会長/高根支部長 浅川　　力三

◎副委員長
 （一社）北杜市観光協会 大泉支部長 小宮山　光彦
 （一社）北杜市観光協会 長坂支部長 秋山　　九一
 （一社）北杜市観光協会 小淵沢支部長 宮坂　　清
 （一社）北杜市観光協会 須玉支部長 小森　　良直
 （一社）北杜市観光協会 明野支部長 遠山　　正昭
 （一社）北杜市観光協会 白州支部長　 原　　　堅志
 （一社）北杜市観光協会 武川支部長　 未木　　基治
 北杜市商工会 会長 輿水　　順彦
 北杜交通安全協会 会長 三井　　一男
 北杜市体育協会 会長 浅川　　幸彦
 山梨県自転車競技連盟 副会長 三沢　　一章

◎事務局長 小林　　昭治

◎アドバイザリースタッフ 今中　　大介
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清里の森会場案内図

スタート／フィニッシュ

往路

復路

メイン会場

八
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岳
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原
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森の音楽堂（受付・荷物預かり）

八ヶ岳自然休暇村

参加者駐車場①

各駐車場の案内は
前日受付でお渡しする駐車券で

ご確認下さい。

清里の森
メイン会場

大会参加者駐車場②
　（市営駐車場）

大会参加者駐車場①

大会参加者駐車場①

大会参加者駐車場③
（萌木の村）

大会参加者駐車場④
（丘の公園）

各種駐車場の案内は
前日受付でお渡しする駐車券で

ご確認ください。

駐車場案内図

第③エイド
第⑥エイド
フィニッシュ

56km地点
設置距離 関門時間

98km地点
113km地点

12時30分
15時00分
17時00分

エイド（給水・給食） 表1

関門（制限時間） 表2

　 場所 距離（グランフォンド） 距離（メディオフォンド） 内容
第①エイド スパティオ小淵沢 約18km 約18km 水、フード
白州ｳｫｰﾀｰｽﾃｰｼｮﾝ サントリー工場付近の駐車場 約39km ̶ 水
第②エイド せせらぎホール駐車場 約48km ̶ 水、フード
第③エイド 長坂駅裏駐車場 約56km ̶ 水、フード
第④エイド 高根体育館 約70km 約44km 水、フード
第⑤エイド 明野浅尾原財産区駐車場 約84km ̶ 水、フード
第⑥エイド おいしい学校（大正館前） 約98km 約58km 水、フード
海岸寺ｳｫｰﾀｰｽﾃｰｼｮﾝ 海岸寺頂上付近 約101km 約61km 水
第⑦エイド JA梨北・清里出張所 約105km 約65km 水、フード
第⑧エイド 丘の公園 約109km 約69km 水、フード
フィニッシュ 清里の森 約113km 約73km 水、フード

ピナレロがサイクリングの楽しみを提供します！

 ピナレロは今年もグランフォンド八ヶ岳をサポートし、参加サ
イクリストの皆様に楽しんでいただけるブースを展開します！
　ピナレロブースではツール・ド・フランス通算14勝目を達成
した最新のドグマF10をはじめ、多くの展示・試乗車をご用さ
せていただきます。またピナレロオーナーの皆様にはメカニッ
クサポートの提供や、エスプレッソを飲みながらお寛ぎいただ
けるラウンジコーナーを今年も設置いたします。
フィジークやエリートのブースでは、最新機材を
お試しいただける各種デモも実施いたします。

走行上の注意

・本大会では交通規制の一切無い公道を走行します。
   また、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順守し、並走、割
   り込みはせず、左側走行を守ってください。
・全参加者にヘルメットとグローブの着用を義務付け
   ます。
   追い越しの際は、後ろから声をかけてお互い譲り
   合って安全走行にご協力ください。
・特に右カーブを走行する際は、常に対向車が来るも
   のと予測し、センター側へ寄りすぎないよう十分に
   注意してください。
・検車は実施いたしません。各自転車のコンディショ
   ンを整えてご参加ください。
・危険な走行であるとスタッフが判断した場合は、走
   行を中止していただく場合があります。
・主催者にて参加者全員、傷害保険（死亡後遺症
   200 万円、入院 1 日 3,000 円、通院 1 日 2,000 円）
   に加入いたします。
・自転車・ヘルメット・ウエ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。

荒天による中止の告知について

地震、風水害、事件、事故、荒天（降雪、降雨、強
風、雷等）、疫病、その他の理由で、大会開催を中止、
中断する場合があります。その場合の参加料返金の
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。
開催中止の場合の告知については、大会当日 10 月 2
日（日）早朝 5:00 までに大会ホームページでお知ら
せします。
※電話での問い合わせは受け付けませんのでご了承く
ださい。

お問い合わせ

東京事務局
funride-event@runners.co.jp
NPO法人清里観光振興会（宿泊に関するお問い合わせ）
Tel：0551-48-2200
大会前日、当日の緊急連絡先
070-1053-6201


