天理を再発見！歴史、文化、食を自転車で巡る。

さんぽ de サイクリング in 天理 2019
開催要項
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特定非営利法人スポーツサイクリング FABU project
てくてくてんり実行委員会

サイクリングマップをポケットに天理を再発見！
「調べる」
「探す」
「見つける」
「答える」
「食べる」自転車に乗って満喫してください。
・天理市役所スタートー天理市内ー天理市役所ゴール
・概要／指定された 25 箇所のクイズポイントで、その場所に行かないと答えられないクイズに答え解答用紙に記入し時間内にゴー
ルしてください。２5 箇所の内任意で 15 箇所が選べます。ポイントにはそれぞれ点数がついて、点数を集めて高いグループに賞
品があります。またお宝ポイントでフラッグを探すと地元物産がもらえる。グルメポイントではチケットと引き換えに飲食ができ
ます。そして時間内にゴールすると完走者全員に記念の完走証が授与されます。
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NPO 法人スポーツサイクリング FABU project
てくてくてんり実行委員会
奈良県、天理市教育委員会、輪の国びわ湖推進協議会
奈良県ビジターズビューロー

●開催日時／ 2019 年 3 月 3 日 ( 日 )（予備日 3 月 10 日）
●実施コース／ 天理市役所スタートー天理市内一帯ー天理市役所ゴール
●参加資格／
・自己責任で時間内に完走が可能な、自転車に乗れる健康な男女。
・走行コース・ルール・交通規則・マナーを遵守できる方。
・各自で整備された公道を走ることができる自転車で参加可能な方 ｡
●参加料・募集人数／
・個人参加 2,000 円 /1 名 100 名
・ファミリー参加、グループ参加 1,800 円 /1 名（小学生以下 500 円） 50 組
●申し込み／スポーツエントリー、FABU ホームページ
●申し込み期間／ 2018 年 12 月 20 日から 2018 年 2 月 20 日ただし申し込み定員に達し次第終了
●問い合わせ／スポーツサイクリング FABU project
●使用する自転車の形状／
道路交通法および関係法 ､ 奈良県条例で公道の走行が認められている自転車。
スタート時に自転車チェックをいたします。上記条件以外の認められない自転車を発見した場合はスタートできません。
●走行ルールについて／
右折は２段右折を必ず励行。
左側縦一列走行を守る。５人以上の縦列走行はしない。
その他交通ルールの厳守をお願いします。
走行中はヘルメットの着用必須
●誓約書の提出／
要項に同封致しております誓約書を受付に提出して下さい。
●駐車場について／指定のパーキングをご利用ください。要項最後に記載
●手荷物預りについて／預かり無し
●スタート受付／天理市役所駐車場
受付にて要項に同封の「誓約書」を提出して自分のコースと番号が入ったゼッケンを受け取ってください。誓約書は事前に記入
しておいて下さい。サイクルマップは参加者全員に、解答用紙はグループ単位に１枚お渡しします。
●クイズポイント賞／
指定された 25 箇所のクイズポイントがあります。その場所に行かないと答えられないクイズに答え解答用紙に記入し時間内に
ゴールしてください。２5 箇所の内任意で 15 箇所が選べます。２箇所は必須ポイント。筆記用具携帯が必須です。
各ポイントにはマイナス１〜５点の隠し得点が設定されています。15 箇所の得点合計が一番高い高得点上位 10 チームにはポ
イント賞として賞品がおくられます。15 箇所以上回っても結構です。解答に自信がない場合は多い目に待ってください。ただし
集計の際に 15 箇所以上の解答は正解であっても任意で削除させていただきます。

●グルメポイント／
指定された○箇所のグルメポイントで受付にてお渡ししたマップについているグルメチケット（○枚）と引き換えに飲食サービ
スが受けられます。チケットを切り離し、お店の方に渡してください。
●お宝賞／
あるポイントにはお宝が隠されている箇所を設定します。お宝フラッグを発見し持ち帰った方にはゴールで地元物産が贈られま
す。どのポイントにあるかは当日発表。お宝フラッグ獲得は全参加者対象で１人に１点とします。一人で複数のフラッグを持ち帰
らないでください。
●意地悪ポイント賞／
マイナス１点の意地悪ポイントに行った方には特別賞を用意いたします。
（どのポイントが意地悪ポイントかはゴールまでわかり
ません。）
●ゴール受付／スタートと同じ天理市役所
クイズ解答用紙（グリープで１枚）とお宝フラッグを提出してください。
●完走証／
最終チェックポイントゴールでスタッフが解答用紙をチェックして、ポイントの通過を確認し完走と認めた場合は完走証を発行
し ます。１５箇所回っていない場合やクイズ正解が１５箇所以上ない場合は完走とはなりません。
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クイズポイント

下記の 25 箇所のクイズポイントのうち最低 15 箇所でクイズに答えてください。15 箇所を超えて
も OK ですが集計の際に 15 箇所以上の解答は削除させていただきます。クイズポイントは地図を
参照してください。クイズ回答用紙と地図は当日受付にてをお渡しします。必須ポイントが２箇所あ
ります必ず行ってください。各クイズポイントにはマイナス１〜５点の得点を設定しています。どの
ポイントが何点かはわからない様になっています。
マイナス１点の意地悪ポイントも設定しています。
ゴール地点で集計し、合計ポイントで上位１０チームに賞品があります。また意地悪ポイントに行っ
たチームまたは個人には特別賞があります。

当日発表
グルメポイント

下記の○箇所のグルメポイントで飲食サービスが受けられます。サイクルマップに付
いているグルメチケットと引き換えにサービスが受けられます。

1. 〇〇〇〇
2. 〇〇〇〇
サイクルマップ（全員）と解答用紙（グループ単位）は当日お渡しします

【参加同意事項】
●参加者又は保護者（参加者が未成年の場合）は、本イベントへの参加を承諾し、本大会の規則に従うことに同意します。
●傷病、事故、紛失等に対し、自己の責任においてイベントに参加します。
●イベント開催中に傷病が発生した場合、応急手当を受けることに異議ありません。その方法、経過等について、主催者の責任を
問いません。ついては損害賠償等の請求を行いません。
●イベント開催中の事故・傷病への補償はイベント側が加入した保険の範囲内であることを了承します。
●イベントに応じた機材、技術が無いと判断した場合は、イベントへの参加をお断りする場合があります。
●その他スタッフの指示を聞いていただけない方は、その場でイベントから除外させて頂きます。
●参加者の過失により、主催者とイベント関係施設・機材等に損害を与えた場合はその損害について弁償します。
●本イベントの規則および諸注意事項とイベント関係者の指示に従います。（重複）イベントの映像・写真・記事・記録等（氏名・年齢・
性別・記録・肖像等の個人情報）が各種メディアに報道・掲載・利用されることを承諾します。
●イベントの映像・写真・記事・記録等の掲載権・使用権は主催者に有る事を承諾します。
●イベントは、雨天決行しますが、天候状況・地震・事故・疫病等による開催縮小・中止の決定は、主催者が判断することを承諾します。
●イベントの開催が中止になる場合に、参加費を返却しないことを承諾します。
●イベント参加中に発生した事故、損害等につきましては、主催者が契約する保険の範囲内での補償とさせていただきます。補償
内容が十分でないと判断された方は、各自で保険にご加入下さい。
●本規約の他、主催者が別途定める各種規約に則ります。
ご記入いただきましたお名前・ご住所・生年月日などの個人情報 ( 以下、個人情報 ) は、大会に関するご本人 ( もしくは保護者・代理人 )
へのご連絡、大 会当日または後日に配布、公表する参加者リスト、記録などへの掲載、保険会社への保険申請、記録 ( 結果 ) 掲載、
関連大会のご案内送付のために使用いたします。法令に基づく場合や参加者の事前の承認・同意を得た場合を除き第三者に提供・
開示することはありませんが、リザルトはホームページにて開示いたします。

会場へは車の場合名阪国道天理 IC より南へ 2.5km 約５分
最寄駅は JR または近鉄天理駅より南東へ約 1km。

無料駐車場から市役所までのルート案内

川原城町

受付・開会式

天理市役所
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市役所内の駐車場は使用できません。上記の市職員駐車場に駐車して、
受付会場の市役所駐車場には自転車でお越しください。
■当会が契約する保険の保障内容
【傷害保険】
（1 名あたり）
死亡・後遺障害保険金額 500 万円
入院保険金日額
5000 円
通院保険金日額
2500 円
※注意点／上記の内容は、状況により保障が適用出来な
い場合が有ります。
◇お問い合わせ
特定非営利活動法人
スポーツサイクリング FABU project
代表 上嶋祥友
〒 635-0087 奈良県大和高田市内本町 6-7 2F
電話 0745-23-8822
FAX 0745-23-8790（24 時間）
携帯 090-3707-1852
メール info@fa-bu.com
ホームページ http://www.fa-bu.com/
Facebook https://www.facebook.com/fabuproject
天理市役所 産業振興課
電話 0743-63-1001
メール sangyou@city.tenri.nara.jp
ホームページ http://www.city.tenri.nara.jp/

