さ

※「前日受付」はございません。
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主会場／〒990-0523 山形県寒河江市大字八鍬字川原 919-8
道の駅寒河江 チェリーランド 河川敷公園
●車…山形自動車道「寒河江 IC」より約 10 分
●チェリーランド内駐車場のご駐車はお控えください。
イベント会場となるチェリーランドさがえにはいかなる場合でもご駐車
できません。ご理解ご協力をお願いいたします。出走コースによって駐
車場を別途ご案内いたします。必ずご確認いただき他施設には駐車し
ないようにお願いいたします。

観 光

宿 泊 に つ い て

地域の情報につきましては、下記の観光協会にお問い合わせ下さい。

●寒河江市観光物産協会

TEL／0237-86-8866

http://www.sagae-kanko.com

●月 山 朝 日 観 光 協 会

TEL／0237-74-4119

●大 江 町 観 光 物 産 協 会

TEL／0237-62-2139

●朝 日 町 観 光 協 会

TEL／0237-67-2134

●河 北 町 観 光 協 会

TEL／0237-72-3787

http://www.gassan-info.com
http://oekanko.jp

http://asahimachi-kanko.jp

http://www.benibananosato.jp

宿泊先の情報は、組合ホームページをご確認ください。
寒河江温泉協同組合

１．参加者は下記の資格を満たすものとする。
中学生以上で、運動を行うにあたり支障が無く、コースを完走する走力を有する者。ただし、
中学生の参加は保護者または 20 歳以上の引率者の伴走を必要とする。
２．コース走行時は、下記を遵守すること。
（１）一時停止場所、赤信号での確実な停止（２）左側走行、二段階右折の厳守（３）並進
走行の禁止（１列で走行すること）
（４）その他、道路交通法等の法令に反する行為の禁止
３．制限時間内に完走できない場合、またはイベント開催中に主催者より競技続行に支障がある
と判断された場合、主催者の競技中止の指示にただちに従うこと。
その他、主催者の安全管理、運営上の指示に従うこと。
４．自転車の形状等について。
（１）道路交通法施行規則第九条の二に適合した普通自転車であること。（２）別記の装備
規則を満たしたものであること。
５．何らかの理由でリタイアする場合は、係員に申告し、指示に従うこと。
６．参加者同士または一般車両などとの交通事故が発生した場合、直ちに運営本部、係員に
連絡し、その指示に従うこと。
７．悪天候などにより、イベントが予定通り開催できない場合、主催者の判断で、コース変更
等の内容変更、または中止とする場合がある。
８．参加料納入後の返金はいかなる場合も行わない。イベントの中止・内容の変更・不参加
の場合も返金しない。
９．参加者全員に対し、傷害保険に加入する。（死亡・後遺障害 1,000 万、入院１万、通院６千）
健康保険証（コピー可）は必ず持参のこと。

参加規約

駐車場
寒河江高校

至左沢

駐車場

中川原
GS

http://sagaeonsen.com/

参加者は、参加申し込みを以って本参加規約を承諾したものと見なします。
１．イベント規則の遵守
私は、一般交通法規の遵守はもとより、主催者が規定する参加規則を確認了承の上、イベ
ントに参加し、主催者の安全管理、運営上の指示に従います。また、イベントの特性上、
体調が急激に変化することがあることを認識し、万一、体調などに異常が生じた場合は速
やかに参加を中止することを誓います。
２．健康状態の申告
現在、私の健康状態は良好であり、イベントの参加に何ら問題を生じる事はありません。また、
特異体質や既往症、その他の理由などにより、緊急医療のために知っておいてほしい事が
ある場合は、事前に主催者へ報告いたします。
３．自己管理責任と応急処置の承諾
私は、私個人の責任において、安全と健康に十分な注意を払いイベントに参加します。イベ
ント中に事故に遭遇した場合でも、主催者に責を帰さない事を誓います。また、負傷・疾病
が生じた場合には、主催者が私に対する応急処置を施すことを承諾し、その処置の方法およ
び結果に対して異議を唱えません。
４．負傷・死亡事故の補償範囲
私自身と私の家族・親族または保護者は、本イベント、本参加規約の内容を熟知し、私のイ
ベント参加を承諾しており、かつ、私がイベント中および付帯行事の開催中に負傷またはこれ
らに基づく後遺症が生じた場合や死亡した場合においても、その原因の如何を問わず、イベ
ントに関するすべての関係者に対する責任を一切免除いたします。また、私に対する補償は
参加者が加入する傷害保険の範囲内であることを了承します。尚、
雨天時に関しても同様です。
５．免責事項
私は、気象事項の悪化等の不可抗力の事由により、イベントの中止または内容変更があった
場合、イベント参加のために要した諸経費（参加費を含む）の支払い請求を行わないことを
承諾します。また、イベント期間中に自らの用具の紛失または盗難に対しては、主催者の重
大な過失がある場合を除き、保障を求めないことを承諾します。
６．肖像権及び個人情報の取扱い
私 は、肖像 権を含む私 の 個 人 情 報が、主 催 者が作 成するウェブサイト、パンフレット、
facebook 等広報物並びに情報メディアにおいて使用されることを了承し、付随して主催者
が制作する印刷物・ビデオ等の二次利用を承諾いたします。
７．本参加規約に規定されていない事項について
本参加規約内容に疑義が生じた場合、本参加規則に従い解決することを承諾いたします。

装備
規制

え

日本一さくらんぼの里「寒河江」
と、風光明媚・雄大な西村山の大地が待っている！

参加規則

「当日の出走エントリー」が必要です。

が

車両は通常の走行に耐える強度があり、前後にブレーキを備え
良く整備されていること
付属品 フロントライト、テールライト、警音器
装備品 ヘルメット（レザー・布製は禁止）、グローブ

ツール・ド・さくらんぼ 2018

6.9

2018

SAT

■エントリー受付期間
一次受付

平成３０年

二次受付

平成３０年

●定員に達した時点で受付を終了させていただきます。

4月14日（土）AM9:00〜開始
4月22日（日）AM9:00〜開始

※各コース定員の半数

※各コース定員の半数

■イベント詳細・参加お申込み ●インターネットでのお申込みに限らせていただきます。

ツール・
ド・さくらんぼ

http://spoen.net/74270
※コンビニエンスストア・クレジットカード等で参加費のお支払いができます。
※参加費の他に利用料が別途かかります。
●詳しい内容はホームページ、Facebookにて掲載いたします。

イベントに関するお問い合せ
※詳しい内容はホームページ、Facebookにて掲載いたします。
または下記電話番号にてお問い合せください。

■寒河江市さくらんぼ観光課
山形県寒河江市中央1丁目9-45

TEL
TEL

0237-86-2111
080-2813-0840

問い合せ受付時間／9:00〜17:00

■公益社団法人寒河江青年会議所

山形県寒河江市丸内1丁目2-2ひがし公民館内

TEL

080-2813-0841

問い合せ受付時間／9:00〜17:00

Eメール info@tourdesakuranbo.com

または下記電話番号にてお問い合せください。

寒河江市イメージキャラクター

「チェリン」も応援！

ボランティアスタッフも大募集
◆エイドステーションスタッフ ◆コース誘導員 など

休憩所（エイドステーション）でのみなさんの笑顔や声がけ、差し伸べた手が選手達を励
まし、和ませ、後押しします。感動のゴールへと導くため、あなたの力を貸してください！

ボランティア限定グッズプレゼント！
■主会場（スタート・ゴール）

道の駅寒河江 チェリーランド 河川敷公園

〈山形県寒河江市大字八鍬字川原919-8〉

「愛情一本」
をご提供

ボランティア
ウェア
サポート

オフィシャル
サポートカー
ご提供

主催／ツール・ド・さくらんぼ実行委員会
主管／公益社団法人寒河江青年会議所、寒河江市

初夏のさがえは
スポーツもいっぱい！

後援／山形河川国道事務所、最上川ダム統合管理事務所

6/2・3
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運営協力／サイクレスタ

6/17

6/24

7/1

