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090-8294-3255 シュガーライド久米島 2019

募集期限　2019 年６月２4日（月）～ 11 月５日（火）募集期限　2019 年６月２4日（月）～ 11 月５日（火）

20192019

11/2311/23
20192019

2424（土）（土） （日）（日）

沖縄の原風景が残る久米島の路地裏を、島人ガイドと一緒に巡りませんか？

フクギ並木の路地裏、歴史的建造物が多く残る集落をゆんたく（おしゃべり）

しながらサイクリング。
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主　催：シュガーライド久米島運営委員会
主　管：沖縄県サイクリング協会、久米島サイクリング協会
事務局：シュガーライド久米島事務局

１１月23日（土）
　13：00　選手受付（18：00まで)
　14：00　16:00走行説明会
　15：00　らくらくプレミアムポタリング
 　　　　　（13:00～受付）
※各コース受付はリゾートホテル久米アイランド
１１月24日（日）
　07：15　スタート前サイン開始
　07：45　アスリートコース開会式
　08：00　アスリートコーススタート（100Km）
　08：45　ぐるっと1周及びらくらく観光コース開会式
   09：00   ぐるっと1周及びらくらく観光コーススタート
                （45㎞、35㎞）
　夕  刻　ふれあいパーティー
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大会スケジュール（予定）大会スケジュール（予定）

リゾート気分満喫のサイクリングイベントリゾート気分満喫のサイクリングイベント

FAX098-888-0069

らくらくプレミアムポタリング 令和元年11月 23日 ( 土 )
スタート15:００（約３時間）

スタート・ゴール地点
リゾートホテル久米アイランド

あじま～館

ミーフガー
エイドステーション

433m

のんびり走りながら島内をぐるっと１周巡ります。久米島島民

も多く参加するので、島人との交流を楽しめるコースです。

サイクリング大会に初めて参加する方にはレンタルバイクも

ご用意していますので、安心してご参加ください。

ぐるっと１周らくらく観光コースはミーフガーから比屋定バンタ

までは観光しながらバスで移動。最後は下りの絶景を楽しみましょう。

（坂はいつか楽しみましょう）
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令和元年１１月２４日（日）
　　　　　　スタート９:００ぐるっと１周コース４５Km／ぐるっと１周らくらく観光コース

アスリートコース100Km 令和元年１１月２４日（日）
　　　　　　スタート８:００ 

スタート・ゴール地点
リゾートホテル久米アイランド

あじま～館

306ｍ
1402ｍ

100Km

ミーフガー
エイドステーション

１周目１周目
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美しい海岸、緑あふれる林道、

赤瓦作りの古民家集落、

街中の変化に富んだ景色の中を走ります。

さらに自衛隊分屯地も通過します。

厳しい上り坂を登りますが、

その先に広がる景色は

一見の価値があります .

豊かな久米島の自然を肌で

感じられること間違いなしです。
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E-mail:kumejima@csa.okinawa



申込・支払方法申込・支払方法

・久米島町観光協会　（あじまー館）
・沖縄輪業各店舗

申込期限申込期限

日中連絡先

久米島での宿泊　　　　（　　　　）泊予定

血
液
型

（　　　　　様方）

①各コースの制限時間内で完走できる走力を有すること

②大会規則・交通規則・マナーを遵守できること

③誓約書の内容を了承した者

①本大会は走行タイムを競うレースではありません。
②未成年者の参加は、親権者の同意を必要とする
③走行時は交通規則を遵守すること
　・一時停止、赤信号での確実な停止
　・左側走行
　・並走走行の禁止
　・歩行者優先
④自転車の整備をしっかり行うこと
　・前後ブレーキの点検を事前に済ませること
　・ライト（前照灯）・リフレクター（反射鏡）を装着すること
　・ライトの点灯確認を事前に済ませること
　・ヘルメット・グローブを着用すること
　・DH ハンドルバーの禁止
⑤参加者は先導車を追い越さないこと
⑥参加関係者の車両による伴走は禁止します。
⑦リタイアする場合は係員に申告し、指示に従うこと
⑧周回を減らす場合は大会本部に申し出ること
⑨事故が発生した場合は直ちに大会本部・役員に連絡し、その指示に従うこと。
⑩大会当日は受付を済ませてからスタートすること

インターネット申し込み　（スポーツエントリー）

令和元年 11 月 5 日（火）必着

申込先：シュガーライド久米島公式ホームページにて
※台数には限りがありますのでお早めにご予約ください。
※大会エントリーと同時にお申し込みください。

大会参加誓約書
シュガーライド久米島 2019

私は「シュガーライド久米島 2019」大会への参加にあたり、下記のことを誓います。

１，私は大会主催者が設けた全ての、規約、規制、注意事項、指示を順守することを誓います。

２，私個人の責任において安全管理、健康管理に十分注意をはらい大会に参加し、万一体調などに以上を生じた場合はすみやかに競技及び参加を中止することを誓います。

３，私はサイクリングにおいては危険が伴うものと認識しており大会参加中及び付帯行事の開催中に負傷またはこれらに基づいた後遺症の発生、あるいは死亡した場合に

　　おいても、その原因の如何を問わず大会に関わる全ての大会関係者に対する責任の一切を免除致します。又、私に対する保証は大会に掛けられた傷害保険の範囲内で

　　あることを確認承諾致します。従って、私自身及び家族、保護者等関係者などのいずれかからも、私が被った一切の障害、自転車を含むあらゆる物損等の損害につい

　　ての賠償請求を行わないことを誓います。

４，私は、大会及びその付帯行事の開催中、私個人の所有物及び用具に対し、一切の責任を持ちます。

５，私は、大会開催中に、負傷したり、事故に遭遇したり、あるいは発病した場合には、私に対し適切な処置が施されることを承諾し、その処置の方法及び結果に対して

　　も異議をとなえません。

６，私は、気象条件の悪化及び環境の不良など大会開催者の責に帰すべからざる事由により、大会が中止になった場合、または大会内容に変更があった場合、さらには、

　　用具の紛失、破損などにより大会参加に支障が生じた場合においても、主催者に対してその責任を追求しないこと並びに大会参加のために要した参加料、諸経費の支

　　払請求を一切行わないことを誓います。

７，私は、メディア（各種報道・情報機関）が、大会に関する放送（地上波、BS 放送、CS 放送等）・放映・DVD 制作等の商業的２次利用において、あるいは大会主催者・

　　関連団体が製作するウェブサイト、出版物（販売用を含む）・印刷物において、私の名前（氏名）、写真・映像等を自由に使用することを承諾致します。

８，私は大会参加申込書のすべての記載事項が事実かつ正確であることを誓います。又、私及び私の保護者は、大会の誓約書及び大会の内容をよく理解し、承諾したこと

　　を誓い、必要事項を記入し、署名致します。

　　　　年　　　月　　　日 参加者自筆署名捺印

（１８歳未満のみ）

印

印

※署名、捺印のないものは受付致しません。

保護者署名捺印お客様から収集した個人情報の利用について
お客様にご記入いただいた個人情報は、シュガーライド久米島 2019 大会の資料送付に利用致します。
個人情報は大会開催を達成すること以外に個人情報を利用いたしません。但し、大会後のアンケート
の依頼や、次回のシュガーライド久米島に関連する案内を行う場合があります。

この大会を何を見て知りましたか？○をつけてください。
・インターネット（サイト名：　　　　　　　　　　　）・パンフレット（受取場所：　　　　　　　　）・雑誌・ポスター　
・その他サイクルイベント（イベント名：　　　　）・知人・友人からの紹介・過去大会に参加（第　　回大会）　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

レンタサイクルレンタサイクル ふれあいパーティーふれあいパーティー
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遠方からご参加の方、 手軽に

参加したい方のために

レンタサイクルをご用意しています！

遠方からご参加の方、 手軽に

参加したい方のために

レンタサイクルをご用意しています！
ゴール後はリゾートホテルの
開放的なガーデンにおいて
ふれあいパーティーを開催
します。 （一部有料）

2

開催日

コース名

距離

参加費

制限時間

参加資格

スタート時間

定員

参加費に含まれるもの

割引制度

自転車輸送

ぐるっと 1 周
コース

アスリート
コース

４５ｋｍ １０0ｋｍ

6,500 円 ８,500 円

3.5 時間 8 時間

小学生以上の健康な男女 中学生以上の健康な男女

9：00 8：00

１０0 名

完走証、ゼッケン、ふれあいパーティー（一部有料）

大会保険、休息所における飲食費、メカニックサービス（一部有料）

ポタリングとの同時申込は 1,000 円 OFF

沖縄本島から久米島までの航空機は機材が小さい為、当日航空会社に持ち込んでも同じ機材に積めない可能性があります。

自転車輸送に関してはお客様ご自身で手配していただくようお願い申し上げます。

自転車輸送の詳細については公式ＨＰをご確認ください。

11 月２４日（日）

らくらくプレミアム
ポタリング

-

３,５00 円

-

小学生以上の健康な男女

１５：00

３０名

ガイド料、保険代

11 月２３日（土）

ぐるっと 1 周

らくらく観光コース

　35ｋｍ

3.5 時間

１０0 名 ２５名

9：00

小学生以上の健康な男女

ぐるっと 1 周
コース 45Km

開催日

参加種目
コースを○で囲んでください

参加費

アスリート 100Km

11 月 23 日（土） 11 月 24 日（日）

6,５00 円 ８,５00 円

※ポタリングとの同時申し込みは参加費が 1,000 円ＯＦＦ

らくらくプレミアム
ポタリング

３,５00 円

ぐるっと 1 周
らくらく観光コース

「畳石」

「ハテの浜」

シュガーライド久米島 2019参加申込書

３ 郵送申し込み　　申込書を郵送の上、参加費をお振り込みください。
　　　　　　　　送付先：〒901-1111 沖縄県南風原町兼城 517-3 シュガーライド久米島事務局宛

振込先：琉球銀行　久米島支店　口座番号：普通預金 257856
口座名義：シュガーライド久米島運営委員会　会長　比嘉護　ｶﾀｶﾅ：ｼｭｶﾞｰﾗｲﾄﾞｸﾒｼﾞﾏｳﾝｴｲｲｲﾝｶｲ　ｶｲﾁｮｳ　ﾋｶﾞﾏﾓﾙ

８,５00 円

８,500 円


