
第５回 茂庭っ湖ライン（TT）タイムトライアルレースにご参加の皆様 
 

このたびは茂庭っ湖ライン TT にお申込みいただきまして、ありがとうございます。 

下記の内容をご覧いただいた上、感染防止対策ならびに円滑な運営と安全管理にご協力

いただき、大会継続に何卒ご配慮いただきますようお願いいたします。 

 なお、既に緊急事態宣言が出された都道府県からの参加はお控えいただきますようお願い

申し上げます。 

 

１．主催者お問合先 

NPO 法人いいざかサポーターズクラブ 

電話：０２４－５２９－６１２５   メール ：info@iizakasupporters.com 

２．新型コロナウイルス感染防止協力のお願い 

①参加当日に検温の上、ご来場ください（会場でも検温を実施します） 

②会場内でのマスクの着用をお願いします（受付時・待機時含む） 

③会場にアルコール消毒スプレーを設置します。こまめな手洗い消毒をお願いします。 

④緊急時を除き、大きな声での会話や応援はお控えください。 

⑤手洗い後に使用するマイタオルを各自で持参してください。 

⑥競技中や練習中において極力、痰、つば等を吐かないようお願いします。 

⑦ゴミは各自でお持ち帰りいただきますようお願いします。 

３．駐車場 

本大会におきましては、感染拡大防止のため、大きく 3 つのグループに分けて受付をし

ていただきます。つきましては、受付時間に合わせてご来場いただき、係員の指示に従って、

摺上川ダム駐車場をご利用ください。 

 

 

 

 

 

 

  

至 山形 



４．受付 

感染拡大防止のため、下記の通り 3 つのグループに分けて受付いたします。 

 

８：００ 

受付開始 

 

第６部 ロードレーサー（DH バー等一切なし）男子 18 歳～29 歳 

第７部 ロードレーサー（DH バー等一切なし）男子 30 歳～39 歳 

第８部 ロードレーサー（DH バー等一切なし）男子 40 歳～49 歳 

第９部 ロードレーサー（DH バー等一切なし）男子 50 歳～59 歳 

第１０部 ロードレーサー（DH バー等一切なし）男子 60 歳以上 

８：５０ 

受付終了 ※受付終了時間までに試走を終えてください。 

９：２０ 

受付開始 

第１部 タイムトライアルバイク男子 18 歳～29 歳 

第２部 タイムトライアルバイク男子 30 歳～39 歳 

第３部 タイムトライアルバイク男子 40 歳～49 歳 

第４部 タイムトライアルバイク男子 50 歳～59 歳 

第５部 タイムトライアルバイク男子 60 歳以上 

第１１部 チームタイムトライアル 

第１２部 女子（車種別、年齢別のカテゴリー無し） 

第１３部 高校生ロードレーサー 男子 

第１４部 高校生ロードレーサー 女子 

第１５部 中学生ロードレーサー 男子 

９：５０ 上記部門試走タイム 

１０：５０ 受付・試走終了 

１１：４０ 

受付開始 

 

第１７部 小学生ロードレーサー 5～6 年生 男子 

第１８部 小学生ロードレーサー 5～6 年生 女子 

第１９部 小学生ロードレーサー 3～4 年生 男子 

第２０部 小学生ロードレーサー 3～4 年生 女子 

第２１部 小学生ロードレーサー 1～2 年生 男子 

第２２部 小学生ロードレーサー 1～2 年生 女子 

第２３部小学生ママチャリ＆MTB 男女混合 

１２：５０ 受付・試走終了 

 

 

５．会場内での駐輪場所、ローラー台利用について 

＊自転車の駐輪場所 ※自転車スタンドを利用される方は各自ご持参ください。 

指定した場所でご利用ください。 

芝生・東屋・フェンス等へは、絶対に自転車を置かないようご協力をお願いします。 

（★レースイベントで、施設管理者より利用許可があるのは指定の駐輪場のみです） 

＊ローラー台 

   会場内でのローラー台の設置・使用は禁止致します。 

ご不便をおかけしますが、何卒ご承知ください。 

             ↓ 

★ダム堤体上に設置場所を設けます。指定の場所でご利用ください 



６．大会スケジュール  

※競技の進行によって変更になる場合があります。 

※開会式・閉会式は行いません。競技終了後、すみやかに会場を退出していただきますよう、ご協力お願い申し上げます。 

７:30 駐車場開場     

８:00 ロードバイク男子 第 6～第 10 部 

受付開始（ゼッケン＆チップ引渡） 

    

８:50 ロードバイク男子 第 6～第 10 部 

受付・試走終了 

 ★サルの急な飛び出しにご注意ください！   

９:00 ロードバイク男子 第 6～第 10 部 

競技開始 

    

9:20 タイムトライアルバイク 第２～第 10 部門 

第１２部 女子 

第１３部 高校生ロードレーサー 男子 

第１４部 高校生ロードレーサー 女子 

第１５部 中学生ロードレーサー 男子 

受付開始（ゼッケン＆チップ引渡） 

９:50 ロードバイク男子 第 6～第 10 部 

競技終了 

９:50 タイムトライアルバイク 第２～第 10 部門 

第１２部 女子 

第１３部 高校生ロードレーサー 男子 

第１４部 高校生ロードレーサー 女子 

第１５部 中学生ロードレーサー 男子 

試走開始 

  

  

    

8:00 トンネル点灯 

コース試走可 

 



  

10:50 タイムトライアルバイク 第２～第 10 部門 

第１２部 女子 

第１３部 高校生ロードレーサー 男子 

第１４部 高校生ロードレーサー 女子 

第１５部 中学生ロードレーサー 男子 

受付・試走終了 

  

  

10:55 タイムトライアルバイク 第２～第 10 部門 

第１２部 女子 

第１３部 高校生ロードレーサー 男子 

第１４部 高校生ロードレーサー 女子 

第１５部 中学生ロードレーサー 男子 

競技開始 

  

  

11:40 タイムトライアルバイク 第２～第 10 部門 

第１２部 女子 

第１３部 高校生ロードレーサー 男子 

第１４部 高校生ロードレーサー 女子 

第１５部 中学生ロードレーサー 男子 

競技終了 

  

  11:40 第 11 部チーム・タイムトライアル 競技開始 11:40 第 17 部～第 23 部 小学生 

受付開始 

  12:00 第 11 部チーム・タイムトライアル 競技終了 12:10 第 17 部～第 23 部 小学生 

試走開始 

  
  12:50 第 17 部～第 23 部 小学生 

受付・試走終了 

  
  13:00 第 17 部～第 23 部 小学生 

競技開始 

  
  13:30 第 17 部～第 23 部 小学生 

競技終了 



【大会会場案内図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大会本部 

受付 スタート位置 

計測地点 

自転車・選手 

待機場所 

 

車両通行止め 


