
※お申し込みいただいたお客様の個人情報は本大会ご案内に関する業務以外には使用いたしません。お客様の個人情報をお客様の同意無しに業務委託先以外の第三者に開示・提供することはありません。（法令などにより開示を求められた場合を除く）

構成団体／京都府・福知山市・舞鶴市・綾部市・宮津市・京丹後市・伊根町・与謝野町・（公社）京都府観光連盟・（一社）京都府北部地域連携都市圏振興社・（一社）福知山観光協会・舞鶴観光協会（（一社）京都府北部
 地域連携都市圏振興社舞鶴地域本部）・綾部市観光協会（（一社）京都府北部地域連携都市圏振興社綾部地域本部）・天橋立観光協会（（一社）京都府北部地域連携都市圏振興社天橋立地域本部）・
 京丹後市観光協会（（一社）京都府北部地域連携都市圏振興社京丹後地域本部）・伊根町観光協会（（一社）京都府北部地域連携都市圏振興社伊根地域本部）・与謝野町観光協会（（一社）京都府
 北部地域連携都市圏振興社与謝野地域本部）・福知山商工会議所・福知山市商工会・舞鶴商工会議所・綾部商工会議所・宮津商工会議所・京丹後市商工会・伊根町商工会・与謝野町商工会・
 北近畿タンゴ鉄道株式会社・WILLER TRAINS株式会社・丹後海陸交通株式会社・京都交通株式会社・京都府自転車競技連盟・京都サイクリング協会・京都府自転車軽自動車商協同組合宮津支部

075-284-0173 075-284-0153 tantan@west.jtb.jp

お問い
合わせ

TE L FAX E-mail
TANTANロングライド 実行委員会事務局（JTB西日本団体旅行京都支店内）

https://jtbsports.jp/contents/kitakyoto
最新情報やコース詳細を掲載中！Webからの参加申し込みも可能です。

https://www.facebook.com/tantanlongrideフェイスブック

※コースについては変更になる場合があります。
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天橋立から丹後半島
をゆったりぐるりと
100km！

Bコース は、

ビギナーにおすすめ！
遊覧船も楽しめる
ファンライド30km！

Cコース は、

丹後天橋立大江山国定
公園をめぐる190km
の過酷なグランフォンド！

Aコース は、 NEW
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075-284-0173 075-284-0153 tantan@west.jtb.jp

TANTANロングライド オフィシャルWebサイトよりお申込みください。

エントリーは5月7日（日）まで、※インターネットで参加申込を完了した方（申込が確定した方）の先着順となります。
https://jtbsports.jp/contents/kitakyoto

T E Lお問い合わせ

参加申し込み

FAX E-mailTANTANロングライド 実行委員会事務局（JTB西日本団体旅行京都支店内）
TANTANロングライド 検索

募 集 要 項募 集 要 項

走行エリア

スタート&
フィニッシュ
会場

本大会はタイムを競うレースではなく、サイクリングイベントです。
コース上は一般車両の交通規制をしていませんので、一時停止、赤信
号での停止などの基本的な交通規則を遵守し、追走・並走・割り込みな
どはしないでください。各ポイントに制限時間を設けています。制限時
間を超えた場合はタイムオーバーとなり、続行できません。

前日受付会場②

開催日時 6  4日（日）2017年
※受付　6月3日（土）
大会当日  Ａコース６：００スタート  Ｂコース８：００スタート 
Cコース10：００スタート   18：00終了（予定）

参加資格
・30km・100kmコースは、小学校4年生以上の健康な男女で、
  各コースの制限時間内で完走できる走力を有する者。
  ただし、小学生の参加は保護者同伴とする。
・190kmコースは、小学校4年生以上の健康な男女で、
  過去5年以内に100km以上の大会完走の実績のある者。
  ただし、小学生の参加は保護者同伴とする。
・大会規則・交通規則・マナーを遵守できる者。
・誓約書の内容を承認した者。
・受付時に検車証を提出した者。
（検車証はホームページをご覧ください）

グランフォンド鬼コース

丹後半島一周コース

スタート&フィニッシュ会場
天橋立駐車場（京都府宮津市字文殊）
京都丹後鉄道「天橋立」駅から自転車で3分

走行エリア

京都府（福知山市・舞鶴市・綾部市・
宮津市・京丹後市・伊根町・与謝野町）

直通バス運行

前日受付会場③
直通バス運行

TANTANロングライド
TANTAN LONGRIDE 2017

※駐車場代　終日1,000円：6月4日（日）5：00～19：00（6月3日（土）は取扱いはございません）：
　駐車場の詳細は後日ホームページにてご案内いたします。
※定員になり次第締め切りとなります。参加費には傷害保険料が含まれています。

種目内容種目内容

C

B C・ 30
カテゴリー

距離

コース
説 明

参加費

募集定員

TANTAN
ロングライド190

190km

グランフォンド鬼コース
※経験者向き

9,500円
※学生グループ割引
（5名以上） 5,000円

TANTAN
ロングライド100

100km

丹後半島一周コース

8,000円
※学生グループ割引
（5名以上） 5,000円

2,500円

全コース
※保護者の
 同伴が

　 必要です。

Aコース Bコース
TANTAN

ロングライド30

30km

伊根湾遊覧
ファンライドコース

7,000円

Cコース 小学生

1,500人予定（Cコースは45人）

前日受付会場①・前日祭会場

伊根湾遊覧ファンライドコース

C
30

（1）コース走行時は、下記をはじめ全ての交通法規を遵守すること。
・ 一時停止場所、赤信号での確実な停止。
・ 左側走行。
・ 並進走行の禁止。（一列で走行すること。）
・ 二段階右折。
・ その他、交通事故を誘発するような危険な走行の禁止。

（2）走行時は警備員・大会係員の指示に従うこと。
（3）装備および自転車の形状について。
・ 小径車（変速付きを除く）、リカンベント、電動アシスト自転車、ママチャリは不可。
・ 前後のブレーキが完備されていること。
・ タンデム車をふくむ2人乗りの禁止。
・ DHバーの装着は禁止。
・ ヘルメットは必ず着用すること。
・ ライト( 前照灯) の装着、トンネル内では必ずライトを点灯すること。

（4）先頭を走る者は先導車を追い越さないこと。
また、車両による伴走は禁止する。

（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）高校生以下の参加は、保護者の同意を必要とする。
（7）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は、
　  直ちに警察・大会本部、係員に 連絡し、その指示に従うこと。
（8）エイドステーションに設定された制限時間内に通過すること。
以上の大会規則を守らず、大会係員からの警告を受けても改善されない場合は失格となります。

大会規則

注意事項
（1）大会中における傷害については応急処置をとりますが、それ以後の処置については本人の責任

で行ってください。医師などの治療費については、初診料より自己負担となりますので必ず健康
保険証を持参してください。

（2）全てのコースにおいて、ピスト（トラック競技）用タイヤの使用は、安全のため原則禁止とします。
なお、使用により発生した事故等について主催者は責任を負いません。

（3）大会当日、天災（風雪や豪雨で警報発令の場合ならびに地震や火災等）で大会を中止した場合、
参加料の返金はいたしません。

（4）大会出場中の映像、写真、記事、記録等のテレビ・新聞・雑誌・インターネットなどへの掲載権は、
主催者および企画運営会社に属します。予めご了承ください。

写真提供： 
オールスポーツコミュニティ
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