
第2回いぜな美ら島ママチャリ5時間耐久レース
≪大会規定≫

１．開催概要
1) 日時：平成30年6月30日（土） スタート 13：00～ ゴール18：00
2) 場所：伊是名村場外離着陸場（1周1.2km）

２．レース内容
1） チーム対抗の5時間耐久レース(最低周回数に規定なし)
2） 制限時間終了次第、チェッカーが振られて周回数で順位が確定
※周回数が同じチームがいた場合は、最終周の計測ポイント通過時間で順位を決定いたします。

３．表彰
1) 上位3チームを表彰します。
2） ママチャリデザイン賞、ライダーコスプレ賞を表彰します。
3） コースを110周（132km）以上周回したチームには、沖縄縦断賞を表彰します。
4） 完走したチームに完走証を発行します。

４．参加資格
1） 補助輪を使用せず自転車を安全に運転できる
2） ルールやマナーを守れる
3） 服装規定・車両規定を守れる
4） 大会の趣旨を理解できる
5） 年齢・性別制限無し
※高校生以下は保護者の同意が必要です。
※年齢制限は設けませんが、車両規定に沿ったママチャリを安全に運転できる方に限ります。
※当日、審判が危険と判断した場合、走行をとりやめて頂く場合がございます。（例：身長が低い小学生等）

6） 1チームにおける参加ライダーは1名以上10名以下
※但しピットクルーや応援団人数に制限なし

５．服装規定
1） アゴ紐の付いているヘルメット、手袋（軍手可）、靴を、必ず着用すること。
2） 転倒に備え、長袖、長ズボン、パッドの追加装着を推奨。
※ママチャリといえども、かなりのスピードが出ます。ちょっとしたはずみで転んでしまったり、
他のライダーと接触して転んでしまった場合、予想外の怪我につながることがあります。
事前に装備をしっかりして怪我などは最小限に抑えられるようにしましょう。

６．ゼッケン
エントリー完了順に、ゼッケンを割り振り、事務局が規定サイズ（A4サイズ・ラミネート加工）にてご準備致します。

７．計測タグ
計測タグは、事務局にてゼッケンに取り付けしてお渡しいたします。当日、受付、車検が終わったチームに計測タグ付
のゼッケンをお渡ししますので、イベント終了までなくさないよう最後まで管理をお願いします。
紛失した場合、2,500円ご請求する場合がございます。
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８．車両規定
※価格が３万円を超える高価なママチャリでのご参加はご遠慮ください。
※ママチャリへの「のぼり」の装着は、禁止とします。
※子供用自転車での参加もOKです。
※車両については事務局が認めるものとする。
※早く走るための改造禁止。気合の入った装飾OK！但し、お金をかけすぎず、
ダンボールや発泡スチロールを使った装飾に限ります。ガラス等のワレモノなどを装飾として使用しない
でください。また、必要以上に大きくならないよう心掛けて下さい。
※万が一に備え、スペアのママチャリは1台に限り持ち込み可能です。
※車両検査後に調整した場合は違反行為となります。
※質問や不明な点があれば、事務局にお問い合わせください。

※画像は、標準的なママチャリです

✔ 箇所 規定

ハンドル ・フラット/アップ両方可能
⇒改造は不可
⇒市販状態でフラットならＯＫ
・高さは９５ｃｍ以上で固定

カゴ ・素材は自由
・前についていること
・１.５Ｌのペットボトルが４本入ること

タイヤ ・２６インチ（６６ｃｍ）以下
・オールウェザーのママチャリタイヤ
・リムやスポークの変更はＮＧ
・太さは１と２/３インチ（約３２mm）以上
・スリックタイヤは不可

フレーム ・改造不可 ⇒一般市販フレーム使用のこと

ギア ・後輪ギア（６段まで、最少１１Ｔ） 歯が１１枚
・前輪ギア（最大４２Ｔ） 歯が４２枚
⇒内装ギアは歯の枚数が確認できないので、出場することはできません。

ブレーキ ・前後輪ブレーキがきくこと

サドル ・高さは８３ｃｍ以下で固定

その他 ・ゼッケンをつけること
・シティーサイクルＯＫ⇒無改造車に限る
・折りたたみ自転車OK
・デコチャリ不可
・電動不可
・ギア、チェーン、ペダル、リムのなどの駆動系の改造はＮＧ
・ベルをつけること

カゴ

リム

スポーク

ハンドルサドル フレーム

前輪ギア

ハ
ン
ド
ル
高
95

㎝

以
上

サ
ド
ル
高
83

㎝

以
下

後輪ギア

タ
イ
ヤ
66

㎝

以
下

ペダル

ブレーキ

タイヤ

チェーン

ベル ゼッケン

※上記を元に事務局の判断にて使用可、不可を決定させていただきます。
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９．ルール＆マナー
1） レース中はお酒以外、飲食可。
（ただし、もうレースに参加しないという方は、飲酒しても構いません）

2) レースに参加中のライダーの飲酒が発覚したら、チーム及びその関係者を場外強制退場とします。
（飲んだら乗らない！これ鉄則！）

3） 参加者の安全管理のため、コース上、ピットでは、後方を確認しないでの急停止、急なコース変更は禁止です。
コースやピットで止まる場合、止まる30ｍ手前から、右手を挙げて後方車に意思表示をして下さい。
コース変更するときは、後続車を必ず確認して下さい。今回は、とくにピットレーンでの安全管理を厳しく徹底します。

◆ピットレーンに入ってから、レーンを超えた車線変更は罰則となります。
◆選手交代で止まる場合、止まる30ｍ手前から、右手を挙げて後方車に意思表示をして下さい。
◆選手交代後も、レーンが終わるまで、レーン内を走行して下さい。

4） レース中、コース内各所で抜き打ち車両検査を行います。
オフィシャルに指示されたライダーは検査を受けなければなりません。
なお、検査に落ちたチームには事務局で用意するレンタル自転車に乗り換えるなどの処置をする場合があり、その最
終判断は、大会実行委員長に委ねるものとします。
※レース終了後は、上位10チームに対して車両検査を行います。その検査で違反行為が発覚した場合には、失格
となる場合があります。
5） 万が一、けがをされた場合についてレース中に起こった事故において、その相手に責任を追及したり、
損害を要求することは出来ません。たとえ自分に非がなくとも、それらは全て「50：50」の定義に基づき処理されます。
一般公道とイベント走路では考え方が違う事を予めご了承下さい。
6） 大会規定に違反した場合、また大会実行委員長の判断で、安全走行できないと判断したチームには、
ペナルティーが科せられることがあります。

◆罰則1⇒「退場」
・悪質な危険行為
・飲酒運転
・コースのショートカット
・その他、審判長が退場に値すると判断した行為
◆罰則2⇒「ピット待機1分」
・走行中、後続車の追い抜きを邪魔する蛇行運転
・ピットレーンで、レーンを超えた車線変更
・ピットレーン及びコースでの無理な車線変更
・リストバンドを装着していない者の走行
・ピットレーン以外でのライダー交代
・その他、審判長がピット待機1分に値すると判断した場合
◆罰則3⇒「ピット待機30秒」
・走者交代後、走り出したママチャリおよびライダーを、後ろから押し出す行為
・サドルの高さ違反
・ハンドルではなく、センター箇所を持っての走行

さらに重大な違反や危険行為が発覚したチームに対しては、「失格」を命じる場合もあります。
ルール、マナーを守り、安全を心掛けてレースを楽しみましょう。
7) ムキになったり、追い越されてイライラするひとはご遠慮ください。
※「追い越し、追い越されは思いやりをもって」無理な追い越しで怪我をしないよう、まわりをよく見て
追い越しましょう。

※追い越しの際は、ベルを鳴らし、前方車両に合図しましょう。
※自分が追い越されてもよい場合には、減速して譲ってあげましょう。

(特に、小さい子どもを追い越す際は十分な車間と安全の確保をお願いします)
8)  皆と仲良く交流しましょう（＾＾）
9) 困っている女性を見かけたら、下心なしに助けましょう
10) 最後まで走りぬく気持ちを持ちましょう！
11)ゴミは、当日「ゴミステッカー」を販売いたしますので、ステッカーを貼って分別し処分をお願いします。
12）イベント当日のライダーズミーティングには、ライダー全員ご参加ください。
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１０．その他
1） 雨天決行！
※但し危険な天候（例：台風等）の場合、主催者判断で大会を中止、またはレース時間を短縮する場合あり。
※万が一、中止になった場合の払い戻しについては、一切ございませんので予めご了承ください。
2) 登録ライダーを大会当日に変更することはできません。登録ライダーの変更については、6月27日(水)
12：00まで事務局へ申し出で下さい。(これ以降の変更は受付できませんのでご了承下さい)
3） 大会中の順位は計測ブースの側面に貼り出す他、Facebook でもチェックできます。

１１．傷害保険について
本大会は、すべてのライダーを、下記の「レクレーション保険」に加入しています。保険内容は下記の通りとなりますの
で、ご一読をお願いいたします。下記の保障内容が不足な場合は、各自でご加入ください。

≪保険内容≫
1） 保険適用例
レース中におけるケガ等

2） 保障内容 （予定）
◆イベント当日を含めて180日以内に死亡されたとき
→300万円

◆入院されたとき(事故発生の日からその日を含めて180日を限度とします)
→日額：3,000円

◆事故にあわれたイベント当日以後に入院されなかった場合で、
通院されたとき(事故発生の日からその日を含めて180日までの期間中で90日分を限度とします)
→日額：3,000円

≪大会当日、怪我をしてしまった場合の流れ≫
・会場に設置されている「救護本部」へお越しください。
・大会事務局より保険会社へ報告(入院・通院を必要とする怪我をしてしまった方について)
・保険会社サービスセンターによる対応保険支払の有無が決定となりますので、
怪我をされた方で保険の適用を希望される方は、必ず「救護本部」をご利用下さい。

１２．誓約書内容について
この大会の参加者全員は、下記内容を承諾するものとします。

1）私たち参加者（ライダー、ピットクルー、その他、応援団など関係者等含む）は大会主催者の設けた全ての規
約、規則および諸注意事項、指示を順守することを誓います。

2）大会参加に関連して起こった死亡、負傷、その他の事故等で私たち参加者（ライダー、ピットクルー、その他、
応援団など関係者等含む）並びに関係者は、受けた損害について、主催及び大会関係者、また他の参加者およ
びその関係者に対して、非難や責任を追求したり損害を要求しないことを誓約します。なお、私たち参加者（ライ
ダー、ピットクルー、その他、応援団など関係者等含む）の過失により設備機械や車両等に損害を与えた場合はそ
の損害について弁償致します。

3）私たち参加者（ライダー、ピットクルー、その他、応援団など関係者等含む）は、気象条件の悪化および環境
の不良など大会開催者の責に帰すべからざる事由により、大会が中止になった場合、または 大会内容に変更が
あった場合、大会参加のために要した参加料、諸経費の支払請求を一切行わないことを誓います。

4）本大会に携わる私たち参加者（ライダー、ピットクルー、その他、応援団など関係者等含む）の氏名、写真、
車両写真、結果表などの報道、放送(地上波・ＢＳ放送・ＣＳ放送等)、雑誌、ＴＶ掲載などの記載に対する権
限を主催者もしくは大会関係者が持つ事を承認します。

5）私たち参加者（ライダー、ピットクルー、その他、応援団など関係者等含む）は、大会開催中に、負傷したり、
事故に遭遇したり、あるいは発病した場合には、私に対し処置が施されることを承諾し、その処置の方法及び結果
に対しても異議をとなえません。また、私に対する補償は大会に掛けられた損害保険の範囲内であることを確認了
承します。
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①参加受付
10：00～12：00

レンタル自転車の場合 持込み自転車の場合

③計測器・ゼッケン交付

★当日の各受付～車検～スターティング･グリッドまで

※ピットの割り振りについて

参加料の振込順（＝ゼッケン番号順）に受付に近いところから指定
となります。
各チーム自分たちのゼッケン番号のついたピットを使用して下さい
ピットの場所についてはコースマップをご覧下さい。

←どちらにも該当する場合は、
「②’レンタル自転車受け取り」と 「②車検」の両方を行ってください。

←①の「参加受付」が済んだだ方のみ

「②’レンタル自転車受け取り」および 「②車検」に進めます。

②’レンタル自転車
受け取り（※車検済）

②車検
10：30～12：00

１３．当日のスケジュール、各種受付について

イベント当日は、スターティンググリッドの並びを決める予選走行を行います。
※予選走行の順位をもとに、スターティンググリッドへ自転車を並べます。

★交通・アクセスについて
伊是名村まではフェリーをご利用ください。
※フェリーの料金については「伊是名村役場ホームページ」にてご確認下さい。
※伊是名村役場のホームページにて地図をはじめアクセスマップや島の施設（宿泊・飲食店等）を紹介しています。

④ライダーズミーティング
※ライダー全員参加
⑤予選走行
⑥開会式
⑦レース（５時間耐久）
※ふるまい（交流会）
⑧閉会式・表彰式
⑨完走証・参加賞受取り
⑩解散

→ 12:00～12:15

→ 12:15～12:30
→ 12:30～
→ 13:00～18:00
→ 18:00～

→ 20:00
１４．コースマップ

ゼッケン番号順に受付に近いところ
からピットを指定
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１5．エントリーの方法、各種提出資料について

１）大会規定の熟読
この大会規定を熟読してください。

↓
２）申込み
大会規定をご理解していただき、ホームページ上のエントリーページよりお申込みください。

↓
３）通知メール
お申込み頂きますと、事務局より参加料、振込口座の通知メール（自動返信メール）が届きます。
※メールが届かない場合は、フィルターがかかっている場合がございますので「info@mamachari.okinawa.link」
からのメールを受信できるよう設定をお願い致します。

↓
４）参加料の振込み
通知メールに記載されている口座に参加料をお振込みください。
また、振込みの際、銀行から発行される控え（振込み受付書、ご利用明細など）は絶対になくさないでください。

↓
５）エントリー完了
振込確認ができましたら、事務局よりエントリー完了の通知メールが届きます。

↓
６）各種資料の提出
各種提出資料を期限内に、メールまたはファックスにてご提出ください。また、ご提出後は、必ず確認のためのお電話も
お忘れなくお願いいたします。期限を過ぎますと受付できない場合がございますので、早めのご提出をお願いいたします。
①資料-1 「ライダー登録書」 ※締切：6月22日（金）１７：００ 必須
②資料-2 「チームプロフィール」 ※締切：6月22日（金）１７：００ 必須
③資料-3 「チーム名変更届」 ※締切：6月22日（金）１７：００
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第2回いぜな美ら島ママチャリ５時間耐久レース
チーム名変更届

★代表者氏名( )

≪変更前≫

≪変更後≫

提出期限：平成30年6月22日(金) 17：00まで
（変更する場合のみご提出ください。）

美ら島ママチャリ耐久レース実行委員会事務局
（伊是名大会運営事務局）
FAX：098-927-2675

MAIL:mamacharin@nirai.ne.jp

※15字以内
※記号不可（ハイフンは可能）。漢字・ひらがな・カタカナ・アルファベット

全角・半角共通で１文字とする。

(ふりがな)

(チーム名)

(ふりがな)

(チーム名)

⇓



提出期限：平成30年6月22日(金) 17：00まで

第2回いぜな美ら島ママチャリ5時間耐久レース チームプロフィール 記入表

チーム名( )様
※大会当日の参考資料となりますので、可能なかぎりご記入下さい。
※ご記入いただいた内容に関し、大会当日の資料以外の目的で使用することは一切ございません。

★参加理由を教えて下さい。

★チーム名の由来又は結成理由を教えて下さい。

★ずばり！目標順位、または何周できそうですか？

★仮装や装飾を予定されている方は、こだわりを教えて下さい。

★本大会は何でお知りになりましたか（例：フェイスブックなど・・・）

★大会当日はライダー、応援の方々含め総勢何名ぐらいでの参加をご予定していますか。

美ら島ママチャリ耐久レース実行委員会事務局
（伊是名大会運営事務局）
FAX：098-927-2675

MAIL:mamacharin@nirai.ne.jp



第2回 いぜな美ら島ママチャリ5時間耐久レース キャンプ プラン

伊是名島の自然を満喫しながら、ママチャリレースに参加しませんか！
伊是名島のキャンプ場はビーチ沿いにありロケーションは最高です！
おすすめのキャンプ場にはトイレ・シャワー・洗い場も完備されています。
アウトドア遊びもママチャリも楽しんじゃいましょう♪

おすすめキャンプ場① いぜなビーチ

おすすめキャンプ場② 明地原公園

明地原公園

いぜなビーチ

ママチャリレースの会場である、場外離着陸場に一番近
いキャンプ場です！

おすすめ滞在プラン（例）・2泊3日
1日目)6月29日（金） 運天港発 10：30のフェリーに乗船

伊是名港着 11：30
11：30～島内観光

夕方にキャンプ場へ夕日を楽しみながらBBQ！

2日目)6月30日（土）★★ママチャリ耐久レース 本番！★★

3日目)7月 1日（日） ビーチで美しい海を堪能！
伊是名港発 13：30発のフェリーに乗船
運天港着 14：30 着

もちろん1泊2日でも楽しめますよ～(*^-^*)

◆島内のキャンプ場は利用料無料！
◆キャンプ場以外の浜辺でもキャンプOK！
◆キャンプ場の清掃は島のボランティアの方々が
行っています。ルールを守って使用しましょう。

会場

会場

キャンプ用テントや寝袋等の貸し出しあります
お問い合わせは下記までお願いします

伊是名村観光協会
TEL：0980-45-2435



• 伊是名島では「古民家再生プロジェクト」がおこなわれています。

• 現在3棟の古民家に宿泊できます。

• 宿泊者専用プログラムとして

• ご予約・お問い合わせ、詳しい内容はこちらをご覧ください。

伊是名島の古民家に宿泊！
レースの前後は島でゆったり贅沢な時間を過ごしませんか

https://www.shimanokaze2.com/

NPO法人 島の風 ホームページ

https://www.shimanokaze2.com/


部屋の数 ﾊﾞｽ･ﾄｲﾚ付 宿泊料金 部屋の数 ﾊﾞｽ･ﾄｲﾚ付 宿泊料金

2 ○

13 共同

4 共同

2 ○

　　・基本宿泊料金は、１泊２食（朝・夕）付の料金となります。
・掲載の金額等内容が変わることがありますのであらかじめご了承ください。

60

・アメニティなど各宿泊所で違います。電話にてご確認していただきますようお願い致します。

合　　　計 398人 82

共同 5,500円 5

14

再生古民家

「がーぺーちん」他 字勢理客1542

（事務所）
５０－７３３０ 32人 4 ○ 30,000円～

15
宝の宿

字伊是名

3364-25
080-3986-0371 6人

5,500円13
民宿まる富

字諸見135 ４５－２６６６ 55人 10
（仲田　富好）

(神山　美代）

（山科　情四朗）
5 共同 5,000円

12
レストハウスかみやま

字仲田761 ４５－２０１６ 6人 2 共同

11
旅の宿　たんぽぽ

字諸見4995 ４５－２１９８ 20人

4,500円

共同 6,500円 7 共同 6,500円
部屋により室料が異な

る場合がございます。10
旅館　宝の島

字伊是名

3364-22
４５－２３３４ 24人 2

（高良　治美）

○ 6,000円 10 ○ 6,000円9
民宿　美島

字仲田177-8 ５０－７１１１ 30人 2
（名嘉　民子）

共同 5,000円8
民宿マリンB

字諸見4692-2 ４５－２９２４ 23人 6
（東江　章）

共同 5,000円 1 ○ 5,000円7
民宿　ときわ

字伊是名872 ４５－２２４０ 20人 8
（仲田　美代）

○ 5,500円 1 ○ 5,500円6
民宿　なか

字伊是名873 090-3797-0145 20人 7
（名嘉　照子）

○ 6,000円 17 ○

5,000円

～6,000

円

部屋により室料が異な

る場合がございます。5
民宿　まえだ

字仲田136-2 ４５－２２９６ 41人 3
（前田　一史）

（東江　キミ）

共同 5,000円
民宿　前川

字仲田255 ４５－２０３７ 30人 14
（前川　史子）

4

3
民宿　東江

字仲田44 ４５－２１５９ 15人 5,000円

60人
5,500円

～6,000円
7 ○ 6,800円

（泉　文ニ） ４５－２７４７

2
なか川館

字仲田743-3 ４５－２１００ 22人

（中川　貞允）
2 ○

5,500円

～6,000円
6 ○ 6,800円

※食事なし

・キッチンあり

（高良　真伊）

・コテージ1棟（和室4名、洋室2名）

・大人　4,000円

・子ども　3,000円

・1棟貸し

・2泊よりご案内

※食事は別途島の風

伊是名村宿泊施設のご案内

（平29年5月１日現在）

※市外局番（０９８０）

No
宿泊施設名

所　在　地 電話番号※ 総人数
和室 洋室

備考
代表者

1
いずみ荘

字仲田1167
４５－２０２８


