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サイクリング佐田岬2022を応援しています。
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開催概要および注意事項
◆大会名称 サイクリング佐田岬2022

◆大会趣旨

日本一細長い佐田岬半島の旧国道を走る「佐田岬爽快旧国道コース」とメロディラインを走る愛媛マルゴト自転

車道「伊予灘・佐田岬せとかぜ海道コース」の魅力を、地域のグルメや風景とともに楽しんでください。

◆開催日時 令和4年10月2日(日) 開会式 午前8：00～ 開会式

スタート 8：30～ （ロング→ミドルコースの順にスタート）

※1組6名程度で30秒毎にスタートします。

※スタートは受付順になります。

◆開催場所 佐田岬地域（八幡浜市、伊方町）

◆主催 佐田岬広域観光推進協議会

◆受付 10月2日(日) 午前7：00～午前8：00 八幡浜みなっと 緑地公園

※受付時に、必ず「参加受付証」と「健康チェックシート」を提出してください。

提出いただけない場合、出走できない可能性もあります。

◆ゼッケンおよびヘルメット用シール

スタートまでに、必ず着用するようお願いします。（当日、受付時に配布します）

※ゼッケン：背面、 ヘルメット用シール：前方から視認できる位置

※開会式会場のサイクルスタンドには、番号を記載していますので、自転車はゼッケンと同じ番号のサイクル

スタンドにかけてください。

◆リタイア

○ 自転車の故障、疲労および負傷などで走行が不可能になった場合は、必ずサポートライダーか近くの大会

スタッフにリタイヤの連絡をしてください。

○ サポートライダーや大会スタッフが近くにいない場合は、大会事務局の緊急電話番号にご連絡ください。

その上で大会スタッフの指示に従ってください。

○ 参加者全員の安全確保のため、絶対にコースの逆走、および大会コースからの離脱はしないでください。

○ リタイヤ後は必ず大会側が用意した車にお乗りください。

◆エイドステーション

コースにエイドステーションを設置していますので、エネルギー補給や休憩場所としてご利用ください。

食事、飲料などを準備していますが、天候状況などにより不足する可能性もあります。

各自必ず補給食などを携行してください。

◆立ち寄り必須エイドステーション

「コース紹介」（８ページ）をご参照ください。

※立ち寄り必須ではないエイド・・・伊方町役場［往路・復路］、瀬戸農業公園上り車線側駐車場［復路］

○休憩時にはマスクを着用し、こまめな手指消毒や手洗いを心がけ、可能な限り密を回避してください。

◆荷物預け

受付時に、走行中に不要な手荷物をお預けいただけます。ミドルコース参加者の手荷物については、すべて

「佐田岬はなはな」に運搬します。※貴重品はお預かりできませんのでご注意ください。

◆完走証および参加賞

完走証および参加賞は、ゴール後、アンケート終了後にお渡しします。

参加賞には特産品のほか、無料入浴券等もご用意しておりますのでお楽しみください。

－2－



当日のスケジュール
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ゴール 受付

※ 大会参加者は、八幡浜みなっと駐車場の利用を
禁止します（参加者用駐車場をご利用ください）。

スタート

本
部
・受
付

サイクルスタンド設置場所

更衣室

時間 項目 詳細

6:30～ 駐車場開場 参加者駐車場（4カ所） 7ページ参照
※八幡浜みなっと駐車場は駐車禁止

7:00～
8:00

受付時間 八幡浜みなっと内緑地公園
「参加者受付証」・「健康チェックシート」の提出
※受付時に、走行中に不要な手荷物をお預けいただけます。ミドルコース参加者の手
荷物については、すべて「佐田岬はなはな」に運搬します。

8:00～
8:30

開会式 大会主催者及び来賓あいさつ
注意事項の説明 など

8:30～ スタート ロングコース、ミドルコースの順番に6名程度のグループで時間差スタート

～13:00 ミドルコース
ゴール制限時間

ゴール後、「佐田岬はなはな」で昼食。その後送迎バスで亀ヶ池温泉まで移動。
「佐田岬はなはな」バス出発時間 12:30、13：00、13:30 の3便
※入浴後、送迎バスで「八幡浜みなっと」まで移動(自転車はトラックで搬送)
「亀ヶ池温泉」バス出発時間 14：00、14：30、15：00 の3便

ロングコース
折り返し制限時間

「佐田岬はなはな」で昼食後、復路スタート。

～15:30 ロングコース きらら館出発制限時間

～17:00 ロングコース ゴール制限時間

全コース

共通
八幡浜みなっとにてアンケート記入後、フィニッシュフード、完走証、参加賞の受取
※閉会式は行いません。随時解散となります。

八幡浜みなっと
案内図

ゴール
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エイドステーション一覧

折り返し
（ロングコースのみ）

【ミドルコース】

送迎バスで亀ヶ池温泉まで移動
※自転車はトラック輸送
「佐田岬はなはな」バス出発時間
12：30、13：00、13：30

入浴後、
送迎バスで八幡浜みなっとまで移動
「亀ヶ池温泉」バス出発時間
14：00、14：30、15：00

瀬戸農業公園上り車線側駐
車場

給水・トイレ 64.0ｋｍ 29.9ｋｍ － 7.0ｋｍ

きらら館
アイス（クリエイト伊方）

【立寄必須】
給水・飲食・
トイレ

71.0ｋｍ 22.9ｋｍ 15:30 10.1ｋｍ

伊方町役場 給水・トイレ 81.1ｋｍ 12.8ｋｍ － 12.8ｋｍ

八幡浜みなっと　　　 給水・トイレ 93.9ｋｍ － 17:00 －

内容
スタート
から

ゴールまで 制限時間

八幡浜みなっと
※全コーススタート

トイレのみ － 93.9ｋｍ/46.8ｋｍ － 12.8ｋｍ

伊方町役場 トイレ・給水 12.8ｋｍ 81.1ｋｍ/33.3ｋｍ － 3.4kｍ

伊方町民グラウンド トイレのみ 16.2ｋｍ 77.7ｋｍ/29.9ｋｍ 3.5ｋｍ

町見出張所
梅ジュース（地域振興センター）

菓子（あわしま堂）

【立寄必須】
給水・飲食・
トイレ

19.7ｋｍ 74.2ｋｍ/26.4ｋｍ － 14.1ｋｍ

川之浜コミュニティ広場
魚肉ソーセージ（西南開発）

【立寄必須】
給水・飲食・
トイレ

33.8ｋｍ 60.1ｋｍ/12.3ｋｍ － 13.0ｋｍ

佐田岬はなはな
しらす丼（朝日共販）

【立寄必須】
給水・飲食・
トイレ

46.8ｋｍ 47.1ｋｍ/0.0ｋｍ 13:00 17.2ｋｍ

施設の名称
エイドメニュー

ロング　/　ミドルコース
次のエイド
まで



各 種 規 定 ①
※ 各種規定を守らない場合は走行を中止していただく場合があります。

※ ベル、ブレーキ、前照灯、リフレクターまたはテールランプの未装着車は、走行できません。

◆走行規定

○本大会は、コース区間がクローズドの競技レースではなく、一般車道を走って楽しんでいただくファンライドの

サイクリングイベントです。道路交通法を遵守していただき、走行時は大会スタッフ・サポートライダー・警備

員・看板の指示に必ず従ってください。危険回避のため、やむを得ない場合を除いては以下の走行規定項

目を厳守願います。

•車道の左側走行（キープレフト）

•一列走行の厳守と多重列走行の禁止

•交通信号の厳守

•自転車走行可能な歩道及び歩行者共有区間での歩行者優先走行の厳守

•他の自転車の追越し時の声掛け、手信号の実施

•先頭先導車両の追越し禁止

•飲酒運転、喫煙運転は禁止

•走行中の携帯電話の使用、携帯プレーヤーで音楽を聴く行為は禁止

•走行中ハンドルから手を離した写真撮影・ビデオ撮影は禁止（ハンドル及びヘルメットマウントは可)

•設定したコース外の走行禁止

•事故に結びつくような行為の禁止

•サイクリングマナーに反する行為の禁止

○走行状況、道路状況に応じて、他人に危害を及ぼさないような速度で運転し安全に走行してください。タイム

を競うイベントではありませんので、スピードの出し過ぎは厳禁です。特に下りや道幅の狭い箇所については、

徐行・減速して安全走行に努めてください。

○前走者とは衝突しないよう十分車間距離を空けて走行してください。

○走行中は前方の歩行者や、後方の自転車・一般自動車にも十分注意を払ってください。

○状況により追い抜きが必要になる場合は、必ず前方の走行者に左右どちらから追い抜くか声をかけて事故

防止に努めてください。

○減速する場合、後方車両に注意しながら、出来る限り左側に寄ってください。

◆車両・装備規定

○ベル、ブレーキ、前照灯、リフレクターまたはテールランプを必ず装着してください。

※前照灯は点滅式ではなく、トンネルの暗い道でもそれのみで自走可能なもの

※テールランプはトンネル内で目視しやすい点灯式のもの

○ヘルメットは必ず着用してください。（グローブの着用を推奨します）

○ＤＨバーは使用を禁止します。（ブレーキの付いたブルホーンハンドル及びバーエンドグリップ使用可能です)

○当大会では受付時に車両点検は行いません。各自で安全走行が確保できるよう事前に車両点検を行ってく

ださい。

○公道を走るために十分な整備をされた自転車でご参加ください。特に磨り減ったタイヤでの参加はご遠慮く

ださい。

○参加できない車種／シングルスピード、ピストバイク、リカンベント、三輪車、一輪車、車いす（福祉、競技用

含む）、サイクルトレーラー、その他公道を走ることが認められない自転車

○電動自転車での参加も可能ですが参加コースに応じたバッテリーを各自で用意してください。エイドでの充電

はできないため、必要に応じてバッテリーを携行するなど、自身で対応してください。

○服装の規定は特にありませんが、当日の天候なども十分考慮いただき、安全性を確保した服装で参加してく

ださい。走行に危険性があるものや本イベントの趣旨にそぐわないものは、主催者判断で着用を不可とする

場合もあります。

◆制限時間

○チェックポイント通過やゴールに制限時間を設けており、制限時間を超えた場合や、主催者が制限時間内の

走行が不可能と判断した場合は、その地点で走行を中止していただきます。

○走行中止となった方は、リタイヤと同じ取り扱いとして大会側が用意した車にお乗りいただくことになります。
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◆事故時の対応

○一般の車両や歩行者が関わる事故の場合は、必ず警察に連絡をお願いします。

○事故現場では、躊躇せずサポートライダーをはじめ、周囲に助けを求めてください。

○ 適切な救命処置及び救急処置等の必要な対処をとった後は、できるだけ早く大会本部の緊急電話番号に連絡を

してください。

◆交通事故発生時の措置・治療費について

○ イベントに起因した事故に関しては応急処置を行いますが、病院などでの治療費等については、一旦当事者負担

となりますので、ご自身の健康保険証は必ず携行願います。

○大会で加入している保険か、個人的に加入している保険かを問わず、傷害保険の請求には警察署の事故証明書

が必要になるケースがあります。事故証明書は警察への届出が必要です。当事者の連絡の不備などにより保険

の請求ができない事態となっても大会側では一切の責任を負えませんのでご了承ください。

○ 大会は参加者を対象に傷害保険に加入していますが、給付限度額以上の保障には応じられません。その範囲を

超えた金額に関しては、参加者ご本人の自己責任となります。（保険金額：死亡・後遺障害…１，０００万円、入院

１日あたり… ５，０００円、 通院１日あたり… ３，０００円）

○ 本大会において主催者の加入する保険は、新型コロナウイルス感染症は適用外です。

○歩行者との接触事故等により、第三者に対する治療費等の賠償責任が発生した場合は、当事者負担となります

のでご了承ください。

◆大会の中止・変更

○雨天決行ですが、荒天等により大会を中止・変更する場合は、30日（金）の正午までに、「佐田岬メロディーライン

サイクリングパラダイス」のホームページ、および「佐田岬広域観光推進協議会」のfacebookにて発表します。

「佐田岬メロディーラインサイクリングパラダイス」HP http://www.sadamisaki.jp/cyclingparadise/

「佐田岬広域観光推進協議会」FB https://www.facebook.com/cycling.sadamisaki

○ 台風などの荒天により「警報」が発令された場合、または主催者が開催を危険と判断した気象条件の場合、運営

に支障をきたす重大事故や自然災害が発生した場合、開催予定コースやエイドステーション等が不測の事態など

で使用できなくなった場合などは、大会を中止またはスタート時間や距離の変更を行うことがあります。

○ 新型コロナウイルスの感染拡大により、イベントの当日が次に該当する場合は中止とします。

①愛媛県が「緊急事態宣言」等の適用を受けている場合

②感染拡大等により、医療体制が逼迫している場合

◆肖像権の取扱

○大会や大会にまつわるイベントへ参加している際の映像や写真を使用した記事やパネルの作成、及びＴＶ、新聞、

雑誌、印刷物、Ｗｅｂへの掲載などの権利は主催者が所有するものとします。

◆コロナ禍でのサイクリングマナー

○事前に自分の体調をしっかりと見極め、万全な状態で参加してください。
〇走行時には通常のマスクでは熱中症やサングラスが曇るなどの危険があります。着用する場合は、ネックウェア
等の着用を心がけてください。

〇休憩時にはマスクを着用し、こまめな消毒や手洗いを心がけ、可能な限り密を回避してください。
〇出発前や信号待ちの停車中は自転車１台分の間隔をとり、走行中は２台分の車間距離を保ってください。
〇グループでの走行は、できるだけ少人数を心がけてください。

◆指定駐車場

○大会側でご用意する指定駐車場は参加者（及び同行者）専用となります。

○ 駐車料金は無料ですが、決められた閉門時間（19時）までに退出願います。

○指定駐車場内での宿泊は（前泊・後泊ともに）ご遠慮ください。

○ スタート地点となる道の駅みなとオアシス「八幡浜みなっと」への駐車は固くお断りします。

○ 指定駐車場での盗難・事故等につきましては一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。

◆その他

○交通量が多いため、スタートの「八幡浜みなっと」から「川之石交差点」までの間は、各グループの先頭を走るサ

ポートライダーの追い越しを禁止します。 ※川之石交差点以降も、大先導ライダーの追い越しを禁止します。

◆緊急時連絡先 事前に登録して頂きますようお願いします。

○電話1 080-3450-9459（八幡浜市 首藤）

○ 電話2 080-6373-2412（伊方町 井上） －6－
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参加者駐車場マップ
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◆②拡大図

0 200m

0 100m

八幡浜みなっと

■参加者駐車場

①八幡浜市役所 約 ４０台

②北浜グラウンド 約 ８０台

③県八幡浜支局 約 ３０台

■駐車可能時間

午前６時３０分～１９時００分

※必ず19時までに必ず出庫してください。

②北浜グラウンド
（約８０台）

P

①八幡浜市役所
（約４０台）

P

黒湯温泉みなと湯

八幡浜
みなっと

北浜グラウンド

P

③県八幡浜支局
（約３０台）
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サイクリング佐田岬2022を応援しています。

〒790-8520 愛媛県松山市一番町3丁目2-1 TEL：089-961-1930
営業時間 （平日）11:00-20:00 （土日・祝）11:00-19:00 （定休日）水曜日
http://www.sugiyama-cycle.com

本社工場 直売所
〒796-0295

愛媛県八幡浜市保内町川之石1-237-53

TEL : 0894-36-2177

HP : https://www.awashimado.co.jp/

地域とともに歩む

ＴＥＬ：０８９４-３８-２１００
http://www.create-ikata.com

ＦＡＸ：０８９４-３８-２１０５
〒７９６－０３０１　　愛媛県西宇和郡伊方町湊浦字白崎１番１３

〒796-0293 愛媛県八幡浜市保内町宮内1-300-1
TEL : 0894-36-0651 （代表） FAX：0894-36-0030

〒796-0048

愛媛県八幡浜市北浜一丁目7番39号

TEL : 0894-24-0112

営業時間：<年中無休>9：00～23：00
(札止22:30)

出会えた奇跡、つながる絆
■期間 令和４年４月２４日～１２月２５日
■主催 えひめ南予きずな博実行委員会

（愛媛県、南予９市町などで構成）

きずな博
公式
YouTube
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