
奈良県内各地を自転車で巡る。自転車利用促進イベント

第五回 奈良盆地一周シクロラリー
120km ／ 60km( 実質 75km) ／ 20km

平城宮跡朱雀門前スタート→奈良県内→平城宮跡朱雀門ゴール

開催日　　2014 年 6 月 1 日（日）
開催地　　奈良市平城宮跡から奈良県一帯
主　催　　奈良盆地一周シクロラリー実行委員会
主　管　　奈良県バイコロジーをすすめる会
運　営　　NPO 法人スポーツサイクリング FABU project
後　援　　奈良県・奈良市・御所市・明日香村・平城宮跡にぎわいづくり実行委員会
協　力　　水間ハーブクラブ・花遊茶屋・奥明日香さらら
協　賛　　奈良県ビジターズビューロー

第 4回スタートの模様



＜シクロラリー概略＞

＜シクロラリーの概念＞

奈良盆地内の名所、旧跡を自転車で駆け巡るイベントです。県内には奈良市内
だけでなく奈良盆地内に多くの名所が点在しています。その名所を自転車の長
所を生かし、長距離移動で巡ってもらい奈良を感じ取ってもらうイベントです。

平城京跡の朱雀門前をスタートします。奈良県内の指定した各ポイントを巡り
スタート地点と同じ朱雀門前にゴールします。参加者には地図の配布、地図に
従ってチェックポイントを目指します。参加者は指定されたポイントを指定時
間内に通過してチェックを受けます。すべて時間内に通過し、かつゴールも指
定時内にゴールして完走となります。コースによりチェックポイントの数は異
なります。
各コース共、ゴールはスタート地点と同じ朱雀門前です。完走者には完走証の
授与。

シクロラリーはレースではありません
シクロラリーは一般の公道を走行します。したがって、交通法規の遵守はシク
ロラリー参加への大前提となります。交通法規の違反は失格の対象となります。
また、他の道路使用者との円滑な道路共有の基にシクロラリーが成立すること
をご理解ください。走行ルートにおける方向看板は基本的には設置いたしませ
ん。参加者は前もってコースを熟知してラリー参加して下さい。

運営スタッフ　順不同／敬称略

近藤一郎・上嶋祥友・多田喜彦・山本良三・橋本勝也・大森寛幸・西見紘一　

辻元宏文・辻元俊恵・辻元雅樹・萩原一弘・松島喜美恵・栗原義明・木村吉則

下垣内直紀・山埜昌志・吉田聡子・大嶋義徳・岩梨春美・平井章夫・新治秀基

森脇　毅・田仲清彦・片山和朗・大山隆敏・川上　勲・山野康一

メカニック／喜多眞二
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第五回奈良盆地一周シクロラリー
開催要項

●主　　催／　奈良盆地一周シクロラリー実行委員会
●主　　管／　奈良県バイコロジーをすすめる会
●企画運営／　NPO 法人スポーツサイクリング FABU project
●後　　援／　奈良県・奈良市・御所市・明日香村・平城宮跡にぎわいづくり実行委員会
●協　　力／　水間ハーブクラブ・花遊茶屋・奥明日香さらら
●開催日時／ 2014 年 6 月 1 日 ( 日 )
●実施コース／ 
　　　　A.120km コース（平城京朱雀門を出て奈良盆地周囲全体を走り朱雀門へ戻る）
　　　　B. 60km コース（主に奈良自転車道を走り奥明日香を回り、朱雀門へ戻る）
　　　　C. 20km コース（奈良自転車道を走り法隆寺を回り、朱雀門へ戻る）
●参加料／
　　　　A.120km コース　4,000 円
　　　　B.60km コース　2,000 円
　　　　C.20km コース　1,000 円（小学生 500 円）
●申込方法／ FABU ホームページ・スポーツエントリー・JTB スポーツステーション・FAX
●申込締切　5 月 26 日（月）
●参加資格／
　1　自己責任で時間内に完走が可能な、小学生以上の健康な男女。
　　　また、主催者が設定する制限時間や目的地に到着できない等の判断をした場合は､ その場で走行を
　　　中止していたく場合があります。
　　　( 平均時速 15km 程度での走行プログラムです )
　２　走行コース・ルール・交通規則・マナーを遵守できる方。
　３　小学生は 20km コースのみで保護者の同意を必要とします。
　　　( お申し込み時に同意書を提出してください )
　４　シクロラリー概念・参加資格・走行ルールの内容をご了承いただいた方。
　５　各自で整備された公道を走ることができるスポーツサイクル等で参加可能な方｡
●自転車の形状／
　道路交通法および関係法､ 奈良県条例で公道の走行が認められているスポーツ自転車。前照灯、後尾灯
　は必ず装備のこと。
●走行ルールについて／
　右折は２段右折を必ず励行。
　左側縦一列走行を守る。５人以上の縦列走行はしない。
　その他交通ルールの厳守をお願いします。
　走行中はヘルメット、グローブの着用必須、サングラス推奨
●誓約書の提出／
　要項に同封致しております誓約書を受付に提出して下さい。
●駐車場について／
　この要項最終ページに記載
●手荷物預りについて／
　この要項最終ページに記載
●完走証／
　最終チェックポイント平城宮跡でゴールスタッフがゼッケンをチェックして、すべてのポイントの
　通過を確認し完走と認めた場合は完走証を発行します。 2



●シクロラリー完走のためには事前の十分な準備が必要です。
　コースを事前に熟知してください。ホームページのルートマップをプリントしてもかまいません。GPS 
　のある方はダウンロードできます。案内看板は基本的には配置していません。伴走のスタッフが数名つ
　きますが、すぐ近くにいない場合が多いです。各ポイントには制限時間が設けられていますが、時間が迫っ
　てきて慌てると事故の元となります。余裕を持ってラリーをしてください。
●受付
　受付にて要項に同封の「ゼッケン」と「誓約書」を提出してスターとチェックを受けて下さい。ゼッケ
　ンのスタートチェック欄に押印します。チェック印が無いと完走証の発行もできません。
　誓約書は事前に記入しておいて下さい。
●ゼッケンの取り付け
　ゼッケンを右側腰に受付でお渡しする安全ピン２個で付けてください。
●エイド引換チケット（ゼッケンに添付）
　引換チケットをミシン目で各自切り取り、各エイドにてエイド支給品を引換チケットと交換で受け取っ
　て下さい。
　120km コース　①水間峠／ハーブクラブ「手作りパン」---- 第 1 チェックポイント
　　　　　　　　  ②長谷寺／花遊茶屋「焼草餅」
　　　　　　　 　 ③明日香／奥明日香さらら「明日香黒米うどん」---- 第 2 チェックポイント
　　　　　　　　  ④御所市役所「ドリンク、アイストマト」---- 第３チェックポイント
　60km コース　  ①明日香／奥明日香さらら「明日香黒米うどん」---- チェックポイント
　20km コースにはエイドはありません。

●指定チェックポイント
　指定ポイントは必ず通過して下さい。
　指定した各ポイントにはスタッフを配置し、通過者のチェックをします。参加者は各ポイントを指定時
　間内に通過してチェックを受けます。すべて時間内に通過し、かつゴールも指定時内にゴールして完走
　となります。チェックポイントにて時間内に通過できなかった場合は、そこでラリーは終了してください。
　次のポイントには行かずスタート地点に引き返すか、電車等を利用して最短の方法で平城京に帰ってく
　ださい。ゴールはスタート地点と同じ朱雀門前です。
●リタイアの場合
　本部に連絡してください。回収はありません。輪行の準備をしておいてください。ラリーコースの近く
　には、近鉄または JR が走っています。調べて最寄りの駅から朱雀門に帰ってきてください。本部閉鎖
　時間は 17:30 です。それまでに帰ってきてください。本部閉鎖時間に間に合わない場合も必ず本部に連 
　絡してください。連絡無しで帰宅するのはやめて下さい。
　その他各ポイントでの注意事項 ( 別記載 ) を守って下さい。
●輪行の準備
　リタイヤで輪行する場合がありますので、輪行袋を準備して下さい。
　

花遊茶屋
長谷寺門前

奥明日香さらら ハーブクラブ
四季折々の郷土料理 カントリーカフェ

明日香村栢森　0744-54-5005 奈良市水間町　0742-81-0829 桜井市初瀬　0744-46-4721

3



ルートラボから GPS データがダウンロードできます。FABU ホームページからリンクしています。
http://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=c73d365ef2ca2bd8af1613e794125e72

法隆寺
正門前

正門前

20kmコースポイント通過時間
ポイントにはこの時間内に通過してください。

20kmコース

スタート時間

受付時間

8:45より順次スタートします。
定刻スタート時間から 30 分を過ぎるとクローズしますので出走できません。

本部：090-3707-1852
メール：mtb49@ezweb.ne.jp20kmコース

朱雀門 法隆寺

ポイント名 ポイント
開始時間

ポイント
閉鎖時間

14:00 15:00

10:30 11:30

平城宮跡
朱雀門前

注意事項

朱雀門

受付で「ゼッケン」と「誓約書」を提出しスタートチェックを受けてください
。スタートチェックが無いとゴールしても完走とはなりません。7:00～7:50

8:45～

ポイント通過時間内にゼッケンにスタンプを押してもらってください。
12:30に法隆寺を再出発し15:00までに平城宮跡朱雀門に戻ってください。

CP平城宮跡でゴールスタッフがゼッケンをチェックして、すべてのポイント
の通過を確認し完走と認めた場合は完走証を発行します。

さらら
朱雀門 奥明日香

さらら 11:30 13:00奥明日香

8:30～

7:00～7:50

60kmコースポイント通過時間
ポイントにはこの時間内に通過してください。

ポイント名 ポイント
開始時間

ポイント
閉鎖時間

60kmコース

スタート時間

受付時間

8:30より順次スタートします。
定刻スタート時間から 30 分を過ぎると出走できません。

14:30 16:00平城宮跡
朱雀門前

注意事項

本部：090-3707-1852
メール：mtb49@ezweb.ne.jp60kmコース

120kmコースのポイント図参照

朱雀門

奥明日香は

ポイント

36km

75km

実質75km

CP奥明日香さららの閉鎖時間までに認証を受けられなかった参加者、またはリタイアす
る場合は近鉄飛鳥駅より輪行で朱雀門に帰る。本部へ連絡必須。

CP平城宮跡でゴールスタッフがゼッケンをチェックして、すべてのポイントの通過を確
認し完走と認めた場合は完走証を発行します。16:00朱雀門タイムリミット　17:30本部
クローズ。平城京駐車場18時閉鎖

受付で「ゼッケン」と「誓約書」を提出しスタートチェックを受けてください
。スタートチェックが無いとゴールしても完走とはなりません。

CP=チェックポイント
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御所ポイント／御所市役所

トイレ

奥明日香ポイント／奥明日香さらら
このポイントは120km、60km共通
ここで折り返し

→→
→

→
→

→

→

→
→

→

→
→

→

奥明日香さらら

御所市役所

往路

ハーブクラブ

水間ポイント／ハーブクラブ
ハーブクラブは右側にあるので横断注意

■荷物預りについて
当日受付にて手荷物をお預かりいたします。
荷物受付に備え付けの荷札にお名前をお書きになり荷物受付にお渡しください。
尚、金品、貴重品のお預かりはできません。17:30 に受付をクローズしますので、時間迄に受取願います。

■当会が契約する保険の保障内容
【傷害保険】（1 名あたり）
死亡・後遺障害保険金額　500 万円
入院保険金日額　　　　　　　5000 円
通院保険金日額　　　　　　　2500 円
※注意点／上記の内容は、状況により保障が適用出来ない場合が有ります。

ルートラボから GPS データがダウンロードできます。FABU ホームページかリンクしています。
http://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=ec6b22e790e8e35592e798861b396949

120kmコースポイント通過時間
チェックポイントにはこの時間内に通過してください。

ポイント名 ポイント
開始時間

ポイント
閉鎖時間

水間 9:30 11:00

奥明日香
さらら

御所市役所前

ハーブクラブ

11:30 13:00

御所 12:30 14:00

17:00

120kmコース

スタート時間

受付時間

8:00より順次スタートします。
定刻スタート時間から 30 分を過ぎると出走できません。

平城宮跡
朱雀門前

8:00～

7:00～7:50

本部：090-3707-1852

31km

70km

注意事項

CP奥明日香さららの閉鎖時間までに認証を受けられなかった参加者、またはリタイアす
る場合は近鉄飛鳥駅より輪行で朱雀門に帰る。本部へ連絡必須。
早い方はCP御所市役所が12:30オープンですので時間に合わせてスタートして下さい。

早く到着しても定刻より認証開始。定刻の閉鎖時間までに認証を受けられなかった参加
者は必ず本部へ連絡しスタート地点に戻ってください。CP水間峠ハーブクラブにてチ
ェックを受けパンをもらって下さい。早い方は時間調整して休憩して下さい。

CP御所市役所の閉鎖時間までに認証を受けられなかった参加者は各自の判断で17:00ま
でに朱雀門に帰れないと判断した場合は近鉄御所駅またはJR御所より輪行で朱雀門に帰
ってください。本部へ連絡。CP御所を出ますと浄化センターまで自販機がありません。

CP平城宮跡でゴールスタッフがゼッケンをチェックして、すべてのポイントの通過を確
認し完走と認めた場合は完走証を発行します。17:00朱雀門タイムリミット　17:30本部
クローズ。平城京駐車場18時閉鎖

14:30

83km

120km

メール：mtb49@ezweb.ne.jp120kmコース

CP=チェックポイント

受付で「ゼッケン」と「誓約書」を提出しスタートチェックを受けてください
。スタートチェックが無いとゴールしても完走とはなりません。

朱雀門 朱雀門
さらら
奥明日香
ポイント

ハーブクラブ
水間峠
ポイント

御所市役所
御所
ポイント
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駐車場について

荷物預りについて

平城宮跡エントランス広場駐車場を限定70台までご利用いただくことが可能です。

当日受付にて手荷物をお預かりいたします。
受付備え付けの荷札にお名前をお書きになり受付に
お渡しください。
尚、金品、貴重品のお預かりはできません。

◎利用時間　午前 6：3０～１８：0０まで
　（18時以降の時間の車の出し入れは不可となりますので、ご注意ください）

◎駐車場は一般の方も来場されますので 、駐車場内での管理は個人の責任にお いてご使用くださ い。

◎奈良盆地一周関係の車が70台になりましたら 、後から入場の車に関しましては、係員の指示に従い平城宮跡近くの民間
　パーキング(下の図参照)に駐車してください。一日400 円から 駐車することができます。時間の余裕を持ってご来場ください。
◎平城宮跡エントランス広場駐車場から受付へは必ず徒歩にてお越し下さい。

◎貴重品は絶対に置かないようご注意ください。

P 朱雀門

大極殿

歴史館

平城宮跡

P

平城宮跡エントランス広場駐車場

入り口

民間パーキング

◎駐車場入り口のガードマンに見えるように車のダッシュボードに「開催要項」を置いて下さい。カウントいたします。
　一般利用時間前の入場となりますので開催要項の提示が無い場合は駐車場に入場でません。

駐車場入口
大宮通り

大宮通り

朱雀門

受付
歴史館

Start

P

車進入路

駐車場から受付へは徒歩にてお越し下さい
トイレ

阪奈道路
至奈良公園

民間パーキング
への順路

▲

400円／1日／8:00～

P

民間パーキング

民間パーキング
400円／1日／24時間

▲

お問い合わせ／
NPO法人スポーツサイクリングF ABU project
奈良県大和高田市内本町 6-7
TEL　0745-23-8822(火曜を除く平日11時～3時)
FAX　0745-23-8790
メール　info@fa-bu.com
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誓約書

私は大会規定、募集要項に記載された事項の厳守を誓い、私の記載事項が真実であるこ
とを誓います。
私自身及び私の保護者、親族、関係者は本大会参加に際し、健康管理、本大会開催に細
心の注意をはらい、万一の事故の場合には大会主催者、および大会関係者に対し、責任
を問わず、自己の責任において処理することを誓います。
私は個人の所有物及び競技備品の管理について一切の責任を持ち、大会主催者・大会に係わる全
ての大会関係者に対してその紛失、破損等の責任を問いません。
私は本大会が気象、自然等の要因により取消し、中止、延期になった場合、参加申込金
、申し込みに際しての費用が返金されないことを承知します。
私は本大会に関連して放送、印刷物に名前および写真を報道機関、主催者が自由に使用
することを認めます。

※申込書等でご記入いただきましたお名前･ご住所･生年月日などの個人情報(以下、個人
情報)は、大会に関するご本人(もしくは保護者･代理人)へのご連絡、大会当日または後日
に配布、公表する参加者リスト、記録などへの掲載、保険会社への保険申請、録(結果)掲
載、当協会関連大会のご案内送付のために使用いたします。その他の目的でご本人もし
くは(もしくは保護者･代理人)の承諾なく承諾なく使用することは一切ございません。こ
の誓約書への記入･提出をもちまして個人情報の上記目的での使用に同意したものとさせ
ていただきます。

e-mail:携帯:

建物名

都道

府県

〒

印

保護者署名（ 18歳未満の場合）

誓約書確認いたいました。

印 昭和・平成 年月 日

※生年月日

※性別 男・ 女

※TEL:

※住所

※ﾌﾘｶﾞﾅ

※氏名

※

※ ※

印印 記入必須記入必須

@

大会名：第5 回奈良盆地一周シクロラリー

実施日：2014年6月1日(日)

実施場所：奈良県内一帯

前もって記入して、大会当日受付に提出してください。同時に同封のゼッケンを提示しスタート検印を受けて下さい

120kmコース　・　60kmコース　・　20kmコース No.

封筒のお名前右に記載の番号を記入参加コースを○で囲んでください。


