
愛知県サイクリング協会

★ロングライド （３ステージ）
知多半島・渥美半島・琵琶湖へ！

★ヒルクライム （４ステージ)
神坂峠・おんたけ・乗鞍と ひたすらに坂をのぼる！

★グランフォンド (３ステージ）
愛知・岐阜・三重の山岳を楽しむロングライド！

★スペシャル （２ステージ）
のんびりから獲得標高3000越えまで



【ツール・ド・あいちとは】

【注意事項】

コース上には、コース案内や立哨（立って道案内）、チェックポイント、エイドステー
ションはありません。受付時にもらった地図をみてゴールまで走りましょう。

サポートは？

スタートとゴールには、スタッフがいます。
走行中はスタッフも一緒に走るので、参加者全員がスタッフです。

スタッフは？

・ロングライド 3ステージ　　・ヒルクライム 4ステージ
・グランフォンド3ステージ　 ・スペシャル 2ステージ　の年間12ステージ開催

コースは？

上記 注意事項を了承した上で、楽しく参加してください。

・自転車は事前にメンテナンスを行ってください。
・自転車の修理、管理は参加者各自の責任で行ってください。

完走の判定

・完走の判定は、コースごとの距離に対して、各自のサイクルコンピューターでの実
走行距離で判定します。
・サイクルコンピューターを装着していない場合は、完走の判定を行えませんが、参
加は可能です。
・個人の都合により大会開催日に欠席した場合、後日走行しても記録は受け付けし
ません。

大会中止の判断

・天候による中止の判断は、当日スタッフが現地で行います。
・前日以前に当日天候が悪いと判断した場合は、愛知県サイクリング協会のホーム
ページで、中止のお知らせを掲載します。
・電話による開催有無の確認は、受け付けておりません。
・大会が中止となった場合でも、参加料の返却はできません。

責任の所在

・団体サイクリングではありませんので、各責任の所在は参加者個人に あります。
・最寄りの警察などに、企画の報告は一切しておりません。
・どんな理由の場合でも、必ず自己責任において参加ください。
・主催者に対し、保険以上の責任追及はできません。
 加入している保険内容です。
（死亡：278万円　入院：4000円/１日　通院：2500円/１日　対人：3000万円）

自転車のメンテナンス

ゴールタイム
・ゴールにスタッフがおり、時計が置いてありますので、自己申告で記録します。
・あきらかに偽りとわかる申告に対しては、後日　事務局にてリタイヤ扱いとする場
合があります。

ACA（愛知県サイクリング協会）会員か否か、年齢・性別により参加費が違いま
す。

参加費は？

怪我などの対応 ・怪我などの応急対応及び処置は、各自の責任で行ってください。

大会中止後の扱い
・主催者側の判断で大会を中止とした場合、決められた期日までに各自で走り、事
務局へ記録を報告して下さい。
・事務局は、報告された記録を登録・集計し、後日ホームページにアップします。

必要なアイテム
・ヘルメット、グローブは必ず着用してください。
・前後にライトを装着し、早朝時やトンネル内では必ず点灯すること。



当日参加

詳しくはJTBスポーツステーションをご覧ください。
各大会の申込み締め切りは、開催日の前週　火曜日です。

インターネットでの申し込みができない場合は、電話にて申し込みを
行ってください。　　Tel 06-6252-4009 (平日9：30～17：30）

男性 女性

500

5,000

25歳未満

25歳以上

30歳未満

30歳以上

【参加費】 若い方が参加しやすい料金体系です！

500

3,000

男性

1,500

男性

5,500

5,500

2,000

1,500

10,000

10,500

10,500

11,000

5,000 20,000

22,000

22,000

30歳未満
男性・女性

参加しない

15,000

17,000

17,000

30歳以上
男性

参加しない

19,000

6,000

8,000

6,000

6,000

1,500

24,000

30歳以上
女性

参加しない

7,500

8,500

8,500

9,500

3,000

4,000

3,000

参加

12,500

13,500

13,500

14,500

女性

一般(非会員）

500

4,000 2,000

他県会員

女性

500

男性 女性

2,000 1,000

ACA会員
JCA愛知会員

グランフォンド
３ステージ

全10ステージ

全10ステージ
+

恵那山

全10ステージ
+

浜名湖

ロングライド
３ステージ

全10ステージ
+

浜名湖＋恵那山

ヒルクライム
４ステージ

【一括申込】 ※ACA会員・JCA愛知会員限定　　全10ステージとは、スペシャルを除くものです。

打ち上げ 打ち上げ 打ち上げ

参加参加



ツール・ド・あいち　2017

開催⽇
申し込み

締め切り⽇
距離
(km)

獲得標⾼
(m)

集合場所

ﾛﾝｸﾞ 148.0 1447

ﾉｰﾏﾙ 72.2 337

ｽｰﾊﾟｰﾛﾝｸﾞ 237.2 1790

ﾛﾝｸﾞ 179.7 290

ﾉｰﾏﾙ 141.5 286

ﾛﾝｸﾞ 156.3 851

ﾉｰﾏﾙ 77.3 421

平均斜度

7⽉2⽇ (⽇) 6⽉27⽇ (⽕) 神坂峠 7.8% 14.5 1122
岐⾩県中津川市
クアリゾート湯⾈沢

7⽉23⽇ (⽇) 7⽉18⽇ (⽕) おんたけ 5.6% 23.1 1313
⻑野県⽊曽郡王滝村
松原スポーツ公園

8⽉19⽇ (⼟) 8⽉15⽇ (⽕) 乗鞍エコーライン 6.3% 19.9 1260
⻑野県松本市
乗鞍観光センター

8⽉20⽇ (⽇) 8⽉15⽇ (⽕) 乗鞍スカイライン 7.4% 19.0 1400
岐⾩県⾼⼭市奥⾶騨温泉郷
平湯温泉 ひらゆの森 あんき屋

ﾛﾝｸﾞ 132.1 2331

ﾉｰﾏﾙ 87.6 1420

ﾛﾝｸﾞ 122.2 2682

ﾉｰﾏﾙ 87.0 1918

ﾛﾝｸﾞ 127.9 2423

ﾉｰﾏﾙ 91.1 1667

⼀周 121.5 3081

保古の湖 71.0 1513

椛の湖 65.9 1247

秋葉⼭
ｸﾞﾗﾝﾌｫﾝﾄﾞ 148.2 2303

ｵﾚﾝｼﾞﾛﾝｸﾞ 87.7 1031

ゆったりﾉｰﾏﾙ 48.9 229

12⽉17⽇ (⽇) 12⽉12⽇ (⽕)

※コースは道路状況等により変更する場合があります。その際は、距離・獲得標高・平均斜度も変更となります。

コース

ロ
ン
グ
ラ
イ
ド

4⽉16⽇ (⽇) 4⽉11⽇ (⽕) 知多半島
愛知県常滑市
「ボートレースとこなめ」
 南駐⾞場

5⽉21⽇ (⽇) 5⽉16⽇ (⽕) 琵琶湖・若狭
滋賀県⻑浜市
豊公園

6⽉25⽇ (⽇) 6⽉20⽇ (⽕) 渥美半島
愛知県豊橋市
万場調整池

ヒ
ル
ク
ラ
イ
ム

グ
ラ
ン
フ
ォ
ン
ド

6⽉11⽇ (⽇) 6⽉6⽇ (⽕)
三重
⼀志⻘⼭・曽爾

三重県津市
津市⼀志庁舎南

9⽉17⽇ (⽇) 9⽉12⽇ (⽕)
奥三河
⾹嵐渓・作⼿・四⾕千枚⽥

愛知県豊⽥市
⾜助新橋南 多⽬的広場

ス
ペ
シ
ャ
ル

5⽉7⽇ (⽇) 5⽉2⽇ (⽕) 恵那⼭
岐⾩県中津川市
クアリゾート湯⾈沢

11⽉5⽇ (⽇)

打上げパーティー

10⽉31⽇ (⽕) 浜名湖
静岡県浜松市
三ヶ⽇⻘年の家となり

アサヒスーパードライ 名古屋（名古屋駅）

10⽉22⽇ (⽇) 10⽉17⽇ (⽕)
岐⾩
ひるがの・九頭⻯・⽩川郷

岐⾩県郡上市
牧歌の⾥温泉 牧華



ロング 148Km

 4月　11日 (火)

ゴール（制限時刻） 時刻を必ず記録後、流れ解散

「ボートレースとこなめ」南駐車場 (愛知県常滑市新開町６丁目１)

【カーナビで目的地にする場合】　マップコード　371 760 426

ロングライド

参加資格

・ペダルハウスにて買い物をすると、「マーゴの湯」の割引があります。

JTBスポーツステーションにて申込み

2017年度から締切り曜日が変更になりました。ご注意ください。

72Kmノーマル

7:00

ロングコース

２，０００円（女性1,000円・男女３０歳未満 500円）

４，０００円（女性2,000円・男女２５歳未満 500円）

ルートラボから、事前に確認してください。

その他

申込み締め切り：開催日の前週　火曜日

参加申込

7:30

8:00

スケジュール

18:00

受付

開会式

スタート

コース

ACA・JCA愛知会員

JCA他県 ３，０００円（女性1,500円・男女２５歳未満 500円）

参加費

一般

当日参加

・ゴール時、ペダルハウス　100円割引券＆ACA補助券がもらえ
　「ソフト」が無料に！

ノーマルコース

日にち

受付場所

知多半島

参加定員

2017年 4月　16日 (日)

先着　１００名　（締め切り前でも定員になりしだい締め切ります）

５，０００円（男女２５歳未満 500円）

自己の責任においてサイクリングのできる方（未成年者は保護者の引率が必要です）



スペシャル
距離

122Km
71Km
66Km

獲得標高

５，０００円（男女２５歳未満 500円）

【カーナビで目的地にする場合】　マップコード　178 324 639

「クアリゾート　湯舟沢」 第４駐車場 一番下
(岐阜県中津川市神坂280）

日にち 2017年 5月　7日 (日)

受付場所

参加定員 先着　１００名　（締め切り前でも定員になりしだい締め切ります）

参加費

ルートラボから、事前に確認してください。

２，０００円（女性1,000円・男女３０歳未満 500円）

恵那山一周 保古の湖コース 椛の湖コース

４，０００円（女性2,000円・男女２５歳未満 500円）

ACA・JCA愛知会員

一般

JCA他県 ３，０００円（女性1,500円・男女２５歳未満 500円）

6:00

その他

恵那山一周
保古の湖ｺｰｽ
椛の湖コース

恵那山

申込み締め切り：開催日の前週　火曜日

参加資格 自己の責任においてサイクリングのできる方（未成年者は保護者の引率が必要です）

コース

当日参加

参加申込 JTBスポーツステーションにて申込み

6:30

 5月　2日 (火)

受付

開会式

スタート

ゴール（制限時刻） 　　　時刻を必ず記録後、流れ解散

スケジュール

・駐車場を快くおかりしています。ゴール後は是非「クアリゾート　湯舟沢」へ。
　当日のみ 温泉受付で「愛知県サイクリング協会」と言うと割引されます。

2017年度から締切り曜日が変更になりました。ご注意ください。

7:00

18:00

3081m

1513m

1247m



ロングライド
スーパーロング 237Km

ノーマル 142Km
ロング 180Km

琵琶湖・若狭
長浜市　豊公園　駐車場内 (滋賀県長浜市港町４)

日にち 2017年 5月　21日 (日)

受付場所

参加定員 先着　１００名　（締め切り前でも定員になりしだい締め切ります）

参加費 ２，０００円（女性1,000円・男女３０歳未満 500円）

【カーナビで目的地にする場合】　マップコード　101 736 657

４，０００円（女性2,000円・男女２５歳未満 500円）

５，０００円（男女２５歳未満 500円）

ACA・JCA愛知会員

一般

当日参加

JCA他県 ３，０００円（女性1,500円・男女２５歳未満 500円）

参加資格 自己の責任においてサイクリングのできる方（未成年者は保護者の引率が必要です）

コース ルートラボから、事前に確認してください。

ノーマル ロング スーパーロング

ノーマル
ロング

※コースによりスタート時間が
違います。各自 参加コースに
合わせてお越しください。

スケジュール 4:00 受付

スーパーロング4:30 開会式

5:00 スタート

18:00 ゴール（制限時刻）

6:30 開会式

7:00 スタート

その他

6:00 受付

時刻を必ず記録後、流れ解散

参加申込 JTBスポーツステーションにて申込み

申込み締め切り：開催日の前週　火曜日  5月　16日 (火)

2017年度から締切り曜日が変更になりました。ご注意ください。

・走行後は長浜ロイヤルホテル「太閤温泉」にお入りください。(割引交渉中です)



1420m

開会式

JTBスポーツステーションにて申込み

8:00

ノーマル
ロング 2331m

グランフォンド三重

申込み締め切り：開催日の前週　火曜日

2017年度から締切り曜日が変更になりました。ご注意ください。

7:30

7:00

 6月　6日 (火)

受付

18:00 ゴール（制限時刻） 時刻を必ず記録後、流れ解散

132Km

一志青山・曽爾

参加資格

コース

2017年 6月　11日 (日)

津市一志庁舎　南　（三重県津市一志町田尻５９３－２）

【カーナビで目的地にする場合】　マップコード　80 547 255

参加費 ２，０００円（女性1,000円・男女３０歳未満 500円）

受付場所

スタート

スケジュール

ロングコース

自己の責任においてサイクリングのできる方（未成年者は保護者の引率が必要です）

ノーマルコース

当日参加

３，０００円（女性1,500円・男女２５歳未満 500円）

５，０００円（男女２５歳未満 500円）

４，０００円（女性2,000円・男女２５歳未満 500円）一般

ACA・JCA愛知会員

JCA他県

先着　１００名　（締め切り前でも定員になりしだい締め切ります）

獲得標高

ルートラボから、事前に確認してください。

参加申込

その他

距離

88Km

参加定員

日にち



【カーナビで目的地にする場合】　マップコード　311 327 133

万場緑地南西側　水の展示館前　（愛知県豊橋市西赤沢町大坂993）

ロングライド

2017年度から締切り曜日が変更になりました。ご注意ください。

その他 ・ロングは浜名湖も１周します。

JCA他県 ３，０００円（女性1,500円・男女２５歳未満 500円）

参加資格 自己の責任においてサイクリングのできる方（未成年者は保護者の引率が必要です）

18:00

参加申込 JTBスポーツステーションにて申込み

申込み締め切り：開催日の前週　火曜日

7:30

8:00

 6月　20日 (火)

開会式

コース

スケジュール

ロングコース

先着　１００名　（締め切り前でも定員になりしだい締め切ります）

参加費 ２，０００円（女性1,000円・男女３０歳未満 500円）

４，０００円（女性2,000円・男女２５歳未満 500円）

５，０００円（男女２５歳未満 500円）

ACA・JCA愛知会員

受付

2017年 6月　25日 (日)

当日参加

ノーマル 77Km

ロング 156Km

渥美半島
日にち

参加定員

受付場所

スタート

ゴール（制限時刻） 時刻を必ず記録後、流れ解散

一般

7:00

ルートラボから、事前に確認してください。

ノーマルコース



・ゴール後、600ｍ先の山小屋「萬岳荘」にてカップ麺の用意があります。

12:00

参加申込 JTBスポーツステーションにて申込み

申込み締め切り：開催日の前週　火曜日

ゴール（制限時刻） 時刻を必ず記録後、各自でダウンヒル

２，０００円（女性1,000円・男女３０歳未満 500円）

４，０００円（女性2,000円・男女２５歳未満 500円）

 6月　27日 (火)

・コース上のトイレは、コース途中と、ゴール後の山小屋の2か所です。

ヒルクライム
獲得標高 1132m

スタート

2017年度から締切り曜日が変更になりました。ご注意ください。

・防寒着等 車で荷揚げします。リュック等に入れて受付でもらう札に
　名前を記載し、荷物に付けてから預けてください。
　荷物が紛失しても責任はとれませんのでご了承ください。

スケジュール

参加費

【カーナビで目的地にする場合】　マップコード　178 324 639

(岐阜県中津川市神坂280）

コース

コース

先着　１００名　（締め切り前でも定員になりしだい締め切ります）

自己の責任においてサイクリングのできる方（未成年者は保護者の引率が必要です）参加資格

9:00

距離 14.5Km

2017年 7月　2日 (日)

一般

当日参加

ACA・JCA愛知会員

8:00

7.8%

その他

「クアリゾート　湯舟沢」 第４駐車場 一番下

平均斜度

神坂峠
受付場所

JCA他県

ルートラボから、事前に確認してください。

受付

8:30

・駐車場を快くおかりしています。ゴール後は是非「クアリゾート　湯舟沢」へ。
　当日のみ 温泉受付で「愛知県サイクリング協会」と言うと割引されます。

日にち

５，０００円（男女２５歳未満 500円）

３，０００円（女性1,500円・男女２５歳未満 500円）

参加定員

開会式



その他 ・防寒着等 車で荷揚げします。リュック等に入れて受付でもらう札に
　名前を記載し、荷物に付けてから預けてください。
　荷物が紛失しても責任はとれませんのでご了承ください。

松原スポーツ公園　（長野県木曽郡王滝村）

12:00

参加申込 JTBスポーツステーションにて申込み

申込み締め切り：開催日の前週　火曜日

ゴール（制限時刻） 時刻を必ず記録後、各自でダウンヒル

スケジュール 8:00

2017年度から締切り曜日が変更になりました。ご注意ください。

 7月　18日 (火)

【カーナビで目的地にする場合】　マップコード　632 455 403

8:30

9:00

JCA他県 ３，０００円（女性1,500円・男女２５歳未満 500円）

受付

開会式

スタート

一般

自己の責任においてサイクリングのできる方（未成年者は保護者の引率が必要です）

23Km

獲得標高1313ｍ

おんたけ
日にち 2017年 7月　23日 (日)

距離ヒルクライム
平均斜度 5.6%

参加定員 先着　１００名　（締め切り前でも定員になりしだい締め切ります）

参加費 ２，０００円（女性1,000円・男女３０歳未満 500円）ACA・JCA愛知会員

４，０００円（女性2,000円・男女２５歳未満 500円）

５，０００円（男女２５歳未満 500円）

受付場所

ルートラボから、事前に確認してください。

コース

当日参加

参加資格

コース



その他
・防寒着等 車で荷揚げします。リュック等に入れて受付でもらう札に
　名前を記載し、荷物に付けてから預けてください。
　荷物が紛失しても責任はとれませんのでご了承ください。

9:30

10:00

・ツールドあいちに参加される方のみの特割で、民宿「川瀬」にて素泊3,000円～
　可能です。直接「川瀬」へ予約してください。
　〒506-2255 岐阜県高山市丹生川村駄吉232　℡0577-79-2221

13:00

参加申込 JTBスポーツステーションにて申込み

申込み締め切り：開催日の前週　火曜日

スタート

一般

自己の責任においてサイクリングのできる方（未成年者は保護者の引率が必要です）

５，０００円（男女２５歳未満 500円）

2017年度から締切り曜日が変更になりました。ご注意ください。

 8月　15日 (火)

ゴール（制限時刻） 時刻を必ず記録後、各自でダウンヒル

受付スケジュール 9:00

２，０００円（女性1,000円・男女３０歳未満 500円）ACA・JCA愛知会員

開会式

受付場所

参加定員

４，０００円（女性2,000円・男女２５歳未満 500円）

【カーナビで目的地にする場合】　マップコード　405 420 276

乗鞍観光センター　駐車場　（長野県松本市安曇4306−5）

ヒルクライム
平均斜度 6.3%

JCA他県 ３，０００円（女性1,500円・男女２５歳未満 500円）

20Km

獲得標高1260ｍ

乗鞍ｴｺｰﾗｲﾝ
日にち 2017年 8月　19日 (土)

距離

先着　１００名　（締め切り前でも定員になりしだい締め切ります）

参加費

ルートラボから、事前に確認してください。

コース

当日参加

参加資格

コース



【カーナビで目的地にする場合】　マップコード　620 651 735

（ 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷平湯７６８−１１）

・ツールドあいちに参加される方のみの特割で、民宿「川瀬」にて素泊3,000円～
　可能です。直接「川瀬」へ予約してください。
　〒506-2255 岐阜県高山市丹生川村駄吉232　℡0577-79-2221

12:00

参加申込 JTBスポーツステーションにて申込み

申込み締め切り：開催日の前週　火曜日

ゴール（制限時刻） 時刻を必ず記録後、各自でダウンヒル

スケジュール 9:00

2017年度から締切り曜日が変更になりました。ご注意ください。

 8月　15日 (火)

その他
・防寒着等 車で荷揚げします。リュック等に入れて受付でもらう札に
　名前を記載し、荷物に付けてから預けてください。
　荷物が紛失しても責任はとれませんのでご了承ください。

9:30

10:00 スタート

受付

平湯温泉 ひらゆの森 あんき屋　向かい側駐車場受付場所

開会式

一般

自己の責任においてサイクリングのできる方（未成年者は保護者の引率が必要です）

４，０００円（女性2,000円・男女２５歳未満 500円）

５，０００円（男女２５歳未満 500円）

ルートラボから、事前に確認してください。

コース

19Km

獲得標高1400ｍ

乗鞍スカイﾗｲﾝ
日にち 2017年 8月　20日 (日)

距離ヒルクライム
平均斜度 7.4%

参加資格

コース

参加定員 先着　１００名　（締め切り前でも定員になりしだい締め切ります）

参加費 ２，０００円（女性1,000円・男女３０歳未満 500円）ACA・JCA愛知会員

JCA他県 ３，０００円（女性1,500円・男女２５歳未満 500円）

当日参加



その他

7:30

8:00

 9月　12日 (火)

開会式

ゴール（制限時刻） 時刻を必ず記録後、流れ解散

申込み締め切り：開催日の前週　火曜日

JTBスポーツステーションにて申込み

スケジュール 7:00

【カーナビで目的地にする場合】　マップコード　281 456 017

豊田市　足助新橋南 多目的広場　（豊田市篭林町本郷）

2017年度から締切り曜日が変更になりました。ご注意ください。

スタート

18:00

参加申込

コース ルートラボから、事前に確認してください。

ノーマルコース ロングコース

参加資格 自己の責任においてサイクリングのできる方（未成年者は保護者の引率が必要です）

参加費 ２，０００円（女性1,000円・男女３０歳未満 500円）

４，０００円（女性2,000円・男女２５歳未満 500円）

ACA・JCA愛知会員

ロング

日にち

受付場所

参加定員

122Km

香嵐渓・作手・
　　　四谷千枚田

先着　１００名　（締め切り前でも定員になりしだい締め切ります）

JCA他県 ３，０００円（女性1,500円・男女２５歳未満 500円）

一般

５，０００円（男女２５歳未満 500円）当日参加

受付

獲得標高

ノーマル
2682m

2017年 9月　17日 (日)

グランフォンド奥三河 1918m

距離

87Km



２，０００円（女性1,000円・男女３０歳未満 500円）

自己の責任においてサイクリングのできる方（未成年者は保護者の引率が必要です）

一般

開会式

当日参加

３，０００円（女性1,500円・男女２５歳未満 500円）

7:30

スケジュール

2017年度から締切り曜日が変更になりました。ご注意ください。

申込み締め切り：開催日の前週　火曜日

JTBスポーツステーションにて申込み

ゴール（制限時刻） 時刻を必ず記録後、流れ解散

受付

8:00

18:00

参加申込

7:00

その他 ・牧華の湯で疲れを取ってから お帰りください

 10月　17日 (火)

スタート

コース ルートラボから、事前に確認してください。

ノーマルコース

JCA他県

岐阜

５，０００円（男女２５歳未満 500円）

岐阜県　牧華の湯　（岐阜県郡上市高鷲町鷲見２７５６−２）受付場所

ノーマル

ロングコース

2423m

日にち 2017年 10月　22日 (日)

グランフォンド
獲得標高

1667m

128Km

ひるがの・九頭竜・白川郷

参加定員

ACA・JCA愛知会員

ロング

参加資格

距離

91Km

【カーナビで目的地にする場合】　マップコード　281 456 017

４，０００円（女性2,000円・男女２５歳未満 500円）

先着　１００名　（締め切り前でも定員になりしだい締め切ります）

参加費



※駐車場代　300円が別途必要です（当日現地にてお支払いください）

スタート

8:00

参加申込
JTBスポーツステーションにて申込み

2017年度から締切り曜日が変更になりました。ご注意ください。

スケジュール 6:00 受付

6:30

ゴール（制限時刻）

7:00

8:30 開会式

9:00

参加資格 自己の責任においてサイクリングのできる方（未成年者は保護者の引率が必要です）

コース ルートラボから、事前に確認してください。

ｵﾚﾝｼﾞﾛﾝｸﾞ ゆったりﾉｰﾏﾙ秋葉山ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌｫﾝﾄﾞ

参加費 ２，０００円（女性1,000円・男女３０歳未満 500円）

４，０００円（女性2,000円・男女２５歳未満 500円）

５，０００円（男女２５歳未満 500円）

ACA・JCA愛知会員

一般

当日参加

JCA他県 ３，０００円（女性1,500円・男女２５歳未満 500円）

参加定員 先着　１００名　（締め切り前でも定員になりしだい締め切ります）

三ヶ日青年の家となり 東側 未舗装 駐車場

浜名湖
日にち 2017年 11月　5日 (日)

受付場所

【カーナビで目的地にする場合】　マップコード　43 415 637

（ 静岡県浜松市北区三ヶ日町都筑）

スペシャル 148Km
88Km
49Km

秋葉山ｸﾞﾗﾝﾌｫﾝﾄﾞ

オレンジロング
ゆったりノーマル

 10月　31日 (火)

スーパーロング

※コースによりスタート時間が
違います。各自 参加コースに
合わせてお越しください。受付

ノーマル
ロング

開会式

申込み締め切り：開催日の前週　火曜日

スタート

16:00 時刻を必ず記録後、流れ解散



会員、会員の家族・友人
ツールドあいち・探訪あいち等参加者

アサヒスーパードライ 名古屋

※打上げパーティー参加者のみ「賞品授与」となります。
　対象の方は是非 打上パーティーにご参加ください。

2017年度から締切り曜日が変更になりました。ご注意ください。

2017年　打上パーティー

日にち 2017年 12月　17日 (日)

参加申込 JTBスポーツステーションにて申込み

その他 ・表彰対象者には、事前に郵送にてお知らせいたします。
　希望の商品内容をお知らせください。

参加資格

スケジュール

12:00

申込み締め切り：開催日の前週　火曜日

11:30

閉会

 12月　12日 (火)

11：00～11：30

乾杯　引き続き表彰式　　抽選会

受付

14:30

場所

参加定員

参加費

集合時間

開会　表彰式開始

AM　11：00

先着　１００名

JCA会員・ACA会員・一般

５，０００円（食事代・事務費）



減算ポイント

①距離ポイント
推奨コースの距離とサイクルコンピューターの実走行距離の比で
ポイントが決まります。
規定距離の95%～80%未満
   ⇒ 順位獲得ポイント×メーター距離 ÷規定距離

②距離不明
サイクルコンピューター未実装車、サイクルコンピューター故障者、
記録用紙未記入者は、順位で獲得したポイントの20%減となります

年間表彰ポイント

概略

★ツールドあいちに　各ステージにおいて、順位・距離・年齢により、
　ポイントを付けます。
★一年間に獲得したポイントを合計し、年末にポイントに応じた賞品が
　もらえるシステムです。

★なお、表彰式に出席した人のみが、受け取れます。

基本ポイントと
計算方法

★各ステージ毎に、ノーマルコースの1位は200ポイントとし、最終走者は
　20ポイントとします。
★ロングコース、スーパーロングコースの1位ポイントは、ノーマルコースの
　距離に対する、それぞれのコースの距離の比で算出します。
★2位から（最下位-1)位までは、その差を参加人数による均等割りと
します。（ノーマルコースの場合：1位のポイント200から、ラストの20を
引いた180を、参加人数割とします）
★参加者が10名に満たない場合は、1位のポイントを参加人数割し、
　ラスト走者のポイントとする。

上記基準は、今年度のみ有効です。次年度以降は、
今年の結果により見直しを行う場合があります。

加算ポイント

①年齢ポイント
６０才台・・・２０ポイント
７０才台・・・４０ポイント

②乗鞍ポイント
乗鞍エコーライン・乗鞍スカイライン　２大会に参加の方は、
２０ポイント加点

その他

★途中リタイヤ、および当日　走行せず現地に集合した場合は10ポイント
★申し込みをして、当日欠席した人は5ポイント
　（大会が開催された場合は、後日走行しても、受け付けしません）
★申し込みをして、大会が中止となり、走行記録を報告しなかった場合は
　5ポイント



名古屋市南区駈上2‐8‐26
TEL：052‐811‐3741
定休日：水曜日

営業時間：平日 10:00～20:00 
日・祝日 10:00～19:00

駐車場:29台完備





愛知県自転車製造卸協同組合

名古屋市中区丸の内1-4-29

TEL：０５２-２３１-４３５

住所：豊橋市大岩町北山399-15
電話＆ｆａｘ：0532－41－8882
定休日：火曜日
営業時間：11時～8時30分
土日は10時～8時30分

カントリーモーニング

住所：瀬戸市東寺山町35
TEL：0561-85-7615
定休日：毎週 水・木
営業時間：月～土 13：00～20：30

日 14：00～20：30

江南市南山町中１０３

TEL：0587‐56‐1548

自転車遊び

BikinG

SENGA CYCLE 中地店
住所：津島市中地町３－３１－１
TEL：0567-55-8993
定休日：水曜日
営業時間：10：00～19：00

千賀サイクル本店にもお越しください



〒508‐0007 
岐阜県中津川市神坂280番地

Tel 0573‐69‐5000
Fax 0573‐69‐5001

住所：稲沢市駅前３丁目２番６
（メゾンヤマサ１F)
電話＆ｆａｘ：0532－41－8882
定休日：水曜日第３木曜日
営業時間：１０：００～１９：００

城下店（本店）
西尾市下町御城下14‐1
TEL 0563‐54‐3837
丁田店

西尾市丁田町杢左10‐1
TEL 0563‐55‐3939

上町店

西尾市上町南荒子15‐1
TEL 0563‐75‐3901

〒506‐2255
岐阜県高山市丹生川町

駄吉232
TEL.0577‐79‐2221 

地域による地域のための地域活性化！

バイクスタンド
設置店拡大中



〒506‐2255
岐阜県高山市奥飛騨温泉郷平湯763‐1

TEL.0578‐89‐3338

TEL.0578‐89‐2755

お問い合わせは、愛知県サイクリング協会まで。

１口／5,000円（10分の1ページ）１０口で１ページ全面になります。
本冊子は年1回発行ですが、愛知県サイクリング協会の
ホームページからのリンクは、随時行ないます。

申し込みされますと ツール・ド・あいちの会員特典券を
口数に応じて差し上げます。



発 行：愛知県サイクリング協会
 

事務局　企画統括部 間宮克英
〒 483-8242 愛知県江南市五明町根場９９

 ℡０８０－２６２７－２８１９
FAX ０５８７－５４－６０７１

探訪あいち
愛知県サイクリング協会では、「探訪あいち」というサイクリングを
年間50回ほど開催しています。
距離は、40キロ～150キロくらいまで、のんびりサイクリングからアップダウンの
きついコースまで様々です。会員・非会員 どなたでも参加可能です。

【参加申し込み】開催前日までに
　　　　　　　　　　ホームページの掲示板へ書き込みでOK

【協賛金】 500円（当日現地で支払い）

詳細はホームページで、ご確認ください。


