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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駐車で
きません。ご理解ご協力をお願いいたします。
●駐車場は午前４時開場
（予定）

１．参加者は下記の資格を満たすものとする。
（１）コロナワクチン３回接種済みの方はワクチン接種証明書の提示。それ以外の方は大会前
３日以内の PCR 検査陰性証明書の掲示、及び大会当日抗原検査で陰性証明が必要。
（２）各コースにおいては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。
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）左側走行の厳守
（３）二段階右折の厳守
（４）並進走行の禁止（１列で走行すること）
（５）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、または大会開催中に主催者よりイベント続行に支障がある
と判断された場合、主催者のイベント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、大会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）別記の装備規制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、大会係員に申告し、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、直ちに大会本部、係員に連
絡し、その指示に従うこと。
７．悪天候や感染症の拡大等により、大会が予定通り開催できない場合、主催者の判断でコース
や内容の変更、または大会を中止とする場合がある。
（１）コロナ感染症 開催可否判断日 5 月 23 日（月）
８．参加料納入後の返金について。
（１）新型コロナウイルス等感染症により大会中止の場合、参加料の全額返金はありません。
※中止判断日
募集開始〜 5 月 23 日 50％返金します。
5 月 24 日 以降返金致しません。
（２）上記以外の場合は返金しない。
（死亡保険金 1000 万円）健康保険証は必ず持
９．参加者全員に対し、傷害保険に加入する。
参のこと。また、自転車損害賠償保険等にも自己加入とする。

装備
規制

観光・宿泊について

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
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
携帯電話・蓄電池・お金（最低減必要だと思われる金額）・
パンク修理キット・ゼッケン・ドリンクボトル【マイボトル】
※推奨装備 雨具

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

大会に関するお問い合わせ、緊急連絡先

●月 山 朝 日 観 光 協 会

TEL／0237-74-4119

第10回ツール・ド・さくらんぼ

●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.sagae-kanko.com
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

http://sagaeonsen.com/

〜新緑の大自然を駆け抜けろ〜

え

寒河江市イメージキャラクター

「チェリン」
も応援！

第 10 回 ツール・
ド・さくらんぼ
〜新緑の大自然を駆け抜けろ〜

参加規約
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みなします。
１．大会規則の遵守
私は、一般交通法規の遵守はもとより、主催者が規定する大会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、大会運営上の指示に従います。また、大会の特性上、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
参加を辞退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、本大会、本誓約書の内容を熟知し、私のイベント
参加を承諾しており、且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
関わ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、参加者自身に対する補償
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。
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、補償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、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・
ビデオ等の商業利用を承諾いたします。
７．本誓約書に規定されていない事項について
本誓約書内容に疑義が生じた場合、本大会規則に従い解決することを承諾いたします。

が

日本一さくらんぼの里「寒河江」
と、風光明媚・雄大な村山の大地が待っている！
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エントリー受付期間

2022年 ４月１
１日 〜４月２４日
●定員に達した時点で受付を終了させていただきます。

ボランティアスタッフも

■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

https://www.sportsentry.ne.jp/event/t/78096
※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。

大募集

●詳しい内容はホームページ、Facebookにて掲載いたします。または裏面電話番号にてお問い合せください。

◆エイドステーションスタッフ ◆コース誘導員 など

■主会場（スタート・ゴール）

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

チェリーランド河川敷公園

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！

山形県寒河江市大字八鍬字川原919-8

http://tourdesakuranbo.com/

■寒河江市さくらんぼ観光課

TEL

080-2813-0840

問い合せ受付時間／9:00〜17:00 ※土日祝日除く

■公益社団法人寒河江青年会議所

TEL

080-2813-0841

問い合せ受付時間／9:00〜17:00 ※土日祝日除く

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

共催／寒河江市

後援／山形河川国道事務所

「愛情一本」
をご提供

運営協力／サイクレスタ

！
参加者全員へさくらんぼプレゼント
今回も皆さんと一緒に
スペシャルゲストが
！
走ります
実業団チームの
メンバーとして活躍中！
自転車芸人 安田大サーカス

さん
「団長安田」

生育状況により
「ふるまい」
になる
可能性がございます。

山形と言えば…

さくらんぼ
山形の旬果
さくらんぼを
ぜひ！
なんといってもまずはこれ！ルビー色に輝く
さくらんぼを堪能してください。
観光さくらんぼ園もオープン。イベントの
後にでもゆっくりとサクランボ狩りを楽しん
でみてはいかがでしょうか。

そば
疲労回復効果
があるお蕎麦
をぜひ！
そばの盛んな西村山。近年では
「やまがた
素人そば打ち名人大会」が開催されており、
全国から腕自慢が集まり技を競っています。

開催趣旨

概要・コース内容

6月は、
山形県を代表する初夏の味覚
「さくらんぼ」
の季節。“日本一
さくらんぼの里”寒河江
（さがえ）
市を起点として、
ツール・ド・さくらん
ぼのシンボルである葉山を経由し、
1市4町西村山を走り抜けるロン
グライドイベントを開催します。
本イベントの開催を通し、
さくらんぼを初めこの地域の魅力を全国
に発信します。
参加される皆様が地域の歴史、
文化に触れ、
旬の味覚や温泉を満
喫し、
さらには地元とのふれあいや交流を行うことにより、
地域の観光

スタートしてすぐ
「初夏のルビー」
さくらんぼ畑を走り抜け、紅花と
雛のまち河北町から古刹
（慈恩寺）
にて歴史を感じていただけます。
ここから10周年記念コースは標高700mの山岳コースを一気に駆
け上がり、葉山の雪解け水で一息ついたら一面の緑と眼下に広がる
山々の景色を眺めながら緩やかに下山。清流寒河江川を並走しなが
ら、大江町から朝日町へと進みます。一つの都府県のみを流域とする
河川としては日本一の最上川と大自然のマイナスイオンを堪能しな
がら出発地点へとゴールするコースです。

振興と元気づくりに貢献します。また、
風光明媚なコースで自転車を
走らせる楽しさ、
爽快感により、
未来へ引き継ぐ素晴らしい自然環境の
保全意識を高め、
さらにはスポーツの振興や健康増進を目指します。

参加資格
●参加者は下記の資格を満たすものとする。
•コロナワクチン３回接種済みの方はワクチン接種証明書の提 示。
それ以外の方は大会前３日以内のPCR 検査陰性証明書の掲示、
及び大会当日抗原検査で陰性証明が必要。
• 各コースにおいては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。

イベントスケジュール
※下記は予定です。決定スケジュールは参加通知書でお知らせします。

6 月12 日（日）

5:00〜 出走エントリー開始
6：00〜 開会式
6：30〜 スタート
16：30〜 閉会式
17：00 イベント終了

■主会場

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

10周年記念コース

参加定員／500名 参加料／12,000円
約83km エイドステーション7ヶ所 制限時間あり

■中止の判断の決定に関して
●悪天候や感染症の拡大等により、大会が予定通り開催できない場合、主催者
の判断でコースや内容の変更、
または大会を中止とする場合がある。
• コロナ感染症 開催可否判断日5 月23 日
（月）
●参加料納入後の返金について。
• 新型コロナウイルス等感染症により大会中止の場合、参加料の全額返金は
ありません。
※中止判断日
募集開始〜 5月23日 50％返金します。
5月24日 以降返金致しません。
• 上記以外の場合は返金しない。

※順位を競うレースではありません。道路の交通法とマナーを守り走行するサイクリングイベントです。
※当日開催の可否についてはホームページ・Facebook にて発表いたします。（お電話での当日の開催の可否については、受け付けておりません。）
※参加者には、イベントのおよそ 2 週間前に参加通知票等を郵送致します。

