
金剛三市周遊サイクルロゲイニング開催要項
河内長野市・橋本市・五條市

●主　催／ 河内長野市・橋本市・五條市広域連携協議会
●後　援／ 大阪府・和歌山県・奈良県
●運　営／ 特定非営利活動法人スポーツサイクリング FABU project
●協　賛／ 要項の最終ページに記載
●開催期間／ 2022 年 10 月 1 日〜 2022 年 12 月 31 日
●実施コース／ 各市の特定箇所から三市設定のサイクリングコース内でポイント設定
●参加資格／
　・自己責任で時間内に完走が可能な方。
　・走行コース・ルール・交通規則・マナーを遵守できる方。
　・各自で整備された公道を走ることができる自転車で参加可能な方｡
●参加料／無料
●申し込み／ホームページまたは各市スタート拠点

サイクリングマップをポケットに河内長野市・橋本市・五條市の三市をサイクリング！
「調べる」「探す」「見つける」「写す」自転車に乗ってチームで三市を再発見してください。

・概要／三市のサイクリングコースを活用してロゲイニングポイントを設定しました。配布される地図をもとに、指定ロゲイニン
グポイントを回り、写真を撮って回るサイクリングスポーツです。
参加チームはホームページまたはスタート時にスタート登録します。登録するともらえる地図をもとに、各コース上付近の 30 の
ポイントを訪問、まずは訪問ルートの作戦を立てます。ポイントでは指定された場所で、地図掲載の見本と同じ構図で写真を撮り
LINE でその都度大会事務局に送信します。これがここに行った証拠となります。各コースの 30 のポイントは各市の魅力ある場所
を設定しています。こんな場所があったのかと思わせる場所もあります。探さないと行けない場所もあります。全てのポイントを
周り写真を送信事務局に送信終了後事務局にてチェックが完了しましたらコース単位の完走となります。どのコースを走っても構
いません。１日で何コース走っても結構ですが１日で全コースを回るのはできません。また一つのコースを何日かかって回っても
構いません。ただしチームで走ってください。
1 コース完走には完走賞があり、チーム全員に完走賞のプレゼントがあります。また全コースを完走した方にはオリジナルサイク
リングジャージを全コース完走者として全員にプレゼントいたします。

【参加チーム】　
2 〜 4 名のチーム（5 名以上の場合はチーム分割してください）ただし中学生以下のみでの参加はできません。
【チーム名】　
チームネームをつけてください。報告写真にチームネームで紹介します。
【必要な物】　
自転車、ヘルメット、手袋、スマートフォン ( チーム内で一名所持 )、携帯工具、替タイヤチューブ等（自分でアクシデントに対応
できるよう）
【使用する自転車の形状】
道路交通法および関係法､ 条例で公道の走行が認められている自転車。
上記条件以外の認められない自転車を発見した場合はスタートできません。
ロードバイク、グラベル、クロスバイク、リカンベント、MTB、E-bike 可
【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の着用（必須）
【駐車場について】各市スタート拠点指定の駐車場をご利用ください。
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【手荷物預りについて】預かり無し
【スタート地点について】専用ホームページから申し込みの場合は自由。また下記の地点からも申し込みスタートできます。
　・奥河内くろまろの郷ビジターセンター ( 河内長野市 ) ／レンタサイクルあり、駐車場あり、休業日：12 月 31 日
　・はしもと広域観光案内所／レンタサイクルなし、駐車場なし（コインパーキングあり）、休業日：水曜、年末年始
　・裁ち寄り処 ( 橋本市 ) ／レンタサイクルあり、駐車場なし、休業日：月曜日と年末年始（駐車場は向副緑地広場が利用可）
　・五條市観光交流センター／駐車場あり、休業日：水曜日、及び年末年始（12 月 25 日〜 1 月 5 日）
　・JR 五条駅前観光案内所／レンタサイクルあり、駐車場なし、休業日：年末年始
【スタートチームリストの提出】
　◎専用ホームページから申し込む、または◎各市スタート地点にてスマホより必要事項を記入し申し込む。
　（参加者名、代表者住所、チーム名と任意のゼッケン番号、LINE ニックネームを登録）
【マップ受け取り及びスタート受付】
・ホームページから申し込んだ場合はサイクリングマップとポイントマップ（全員分）、ゼッケン（チームに１枚チーム名と番号を
記入）は郵送します。
・各市の各スタート地点にて申込んだ場合は申し込み受付完了画面を表示して、受付にてマップ 2 種（全員分）とゼッケン（チー
ムに１枚チーム名と番号を各自で記入）を受け取ってください。
【ロゲイニングポイント】
　三市のサイクリングコースの内どのコースを回っても構いません。ラリーマップに指定された 90 箇所 ( 各市に 30 箇所 ) のロゲ
イニングポイントで地図掲載の見本と同じ構図で撮影者以外のメンバー全て（スタートリストが4名の場合は3名）とゼッケン
を入れて撮影してください。撮影後すぐに LINE にて送信します。まとめて送信したり、フィニッシュ後の送信は禁止します。ま
た複数のスマホでの報告もできません。要項及びホームページに記載のQRコードで事前にLINEお友達登録をしておいてください。
写真を送信する際の LINE ニックネームを申し込み時に事前申請してください。
各地域 30 のロゲイニングポイントを全て周りますと地域完走となります。完走チームに賞品（記念品）を贈ります（後述）。1 日
に何地域回っても構いません。また一つの地域を何日かかって回っても構いません。三地域全て 90 箇所回ると完全完走です。完
全完走賞が贈られます（後述）。
【ラリー対策】
・チーム単位でポイントを回ってください。チームは別れての行動は禁止します。
・配布地図をもとに時間内にフィニッシュできるようにロゲイニングポイントのルートプランを立ててください。チームにとって
最適なルートプランで行動してください。回る順番は自由です。
【配布物】　ホームページから申し込みの場合は郵送、各市スタート地点での申し込みの場合はスタート地点にて配布。
・三市周遊マップ A2
・ロゲイニングマップ ( ポイント位置、ポイント用の見本写真入り ) チームに 1 枚
・ゼッケン A4（グループに 1 枚撮影用）　最初のコースをスタートするときに配布（一回のみ）。

【開催エリア】
三市サイクリングコース周辺
【ポイント】各市コース 30 箇所（3 市合計 90 箇所）
・指定コースの内どのコースを回っても構いません。マップに指定された各 30 のポイントで写真を撮ります。撮影後すぐに LINE
で事務局報告。30 のポイントを周りますと 1 コース完走となります。1 日に何コース回っても構いません。ただし全コースを 1
日で完走はできません。90 箇所を回ると完全完走。
【報告方法】　
・ロゲイニングマップに見本写真がありますのでその場所に行き、見本と同じ構図で撮影者以外のメンバー全てとゼッケンを入れ
て撮影してください。撮影後すぐに代表者のスマホで LINE にて送信します（チーム内のどなたのスマホでも結構ですが、報告は
同一の 1 台のスマホでお願いします。）まとめて送信したり、フィニッシュ後の送信は禁止します。また複数のスマホでの報告も
できません。この要項記載の QR コードで事前に LINE お友達登録をしておいてください。写真を送信する際の LINE 登録名を事
前にお知らせください。報告写真はホームページに掲載します。

三市サイクリングイベント

ゼッケン A4 記入式
ロゲイニングマップ A3

チーム名

1 2 3Map

周遊マップ A2 折りたたみ
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【完走確認】
・送られてきました写真を大会事務局にて集計し確認いたします。完走チームはホームページにて掲載。
【完走賞】
①各市地域完走チームに賞品（地域完走賞は一回のみです）が贈られます。賞品は代表者登録住所にお送りします。
②全地域（河内長野市、橋本市、五條市）完全完走にはサイクリングジャージが贈られます。( 数に限りがありますイベント終了
後に抽選 70 枚 )
③ベストフォト賞（事務局に送られてきた写真で楽しい様子やかっこいいユニフォーム等で判断いたします）があります。
【ラリー対策】
・LINE 登録は事前に準備登録してください。QR コードは要項後半に掲載
・チーム単位でポイントを回ってください。チームは別れての行動は禁止します。手分けして写真を集めることはできません。
・配布地図をもとに時間を計算してポイントのルートプランを立ててください。チームにとって最適なルートプランで行動してく
ださい。回る順番は自由です。
【注意点】
・必ずチーム単位で参加してください。
・中学生以下だけでの参加はできません。
・LINE 報告はチームの中の 1 名のスマホを使用してください。
・移動手段は自転車のみで、自動車や公共交通機関の利用は禁止します。
・別のコースに行く際にメンバーが変更になることは可とします。ただし完走賞は一回のみの登録人数分です。また全コース完走
　はジャージは各コース完走の最小人数分となります。
・事故が起きた場合の対応は参加者で行ってください。主催者は対応致しません。ただし事後での報告はお願いいたします。
・走行時間は 8:00 頃〜日没を厳守。夜間の走行は禁止します。（写真報告も夜間と判断した場合は報告対象とはなりません）
・天候が良くない日（雨天、強風、雪、凍結時等）の走行は控えてください。
・走行の際には、近隣住民の方や歩行者、自動車に十分配慮・注意すること。
・指定コース、及び公道を走行し、個人所有地には入らない。
・撮影の際に自転車を建造物に立てかけて傷などをつけないように配慮する。
・ゴミの放置などマナー違反となる行為は絶対に行わない。
・ポイント付近の道路などの状況の変化がある場合はホームページに掲載予定です。走行時に確認してください。
・河内長野地区について 10 月 8 日 ( 土 )・9 日 ( 日 ) はだんじり祭りによる大規模交通規制が各所であるため、当日は走行はしな
　いようにお願いします。　

三市周遊サイクルロゲイニングラリーエリア

河内長野市

橋本市

五條市

各市指定のサイクリングコースはサイ
クリングマップに記載



◇お問い合わせ
特定非営利活動法人スポーツサイクリング FABU project
電話：0745-23-8822
FAX：0745-22-8033
MAIL：info@fa-bu.com
月〜金 : 9:00 AM – 5:00 PM
土日 : 11:00 AM – 3:00 PM

⃝参加者又は保護者（参加者が未成年の場合）は、本イベントへの参加を承諾し、本大会の開催要項に従うことに同意します。
●傷病、事故、紛失等に対し、自己の責任においてイベントに参加します。
●イベント開催中に傷病が発生した場合、主催者の責任を問いません。
●イベント開催中の事故・傷病への補償はイベント側が加入した保険の範囲内であることを了承します。
●イベントに応じた機材、技術が無いと判断した場合は、イベントへの参加をお断りする場合があります。
●その他スタッフの指示を聞いていただけない方は、その場でイベントから除外させて頂きます。
●参加者の過失により、主催者とイベント関係施設・機材等に損害を与えた場合はその損害について弁償します。
●イベントに関連して自身が撮影した写真を主催者が自由に使用することを認めます。
●天候状況・地震・事故・疫病等による開催縮小・中止の決定は、主催者が判断することを承諾します。

申し込み時に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、保険会社への保険申請のために使用いたします。

【参加同意事項】

■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。

三市サイクルロゲ LINE アカウント
こちらから友達追加してください

完全完走賞 地域完走賞

協賛協力企業

オリジナルサコッシュ

オリジナルサイクリングジャージ

参加される皆さんへ―新型コロナ感染症対策についてお願い―
・事前に検温等を自ら行い、疑われる症状がある場合は参加をお控えください。
・スタート地点へはマスク着用でお越しください。
・休憩時の際もマスクを着用してください。
・ポイントやショップ訪問時も咳エチケットや対人距離の確保などをお願いします。

・道の駅奥河内くろまろの郷　　　　　　　河内長野市高向１２１８－１ TEL0721-56-9606
・大阪府立花の文化園　　　　　　　　　　河内長野市高向２２９２－１ TEL0721-63-8739
・天野酒蔵元　西條合資会社　　　　　　　河内長野市長野町１２－１８ TEL0721-55-1101
・FIELD J:ACK　　　　　　　　　　　　  河内長野市上原西町１３−６ TEL0721-54-1621
・関西サイクルスポーツセンター　　　　　河内長野市天野町１３０４ TEL0721-54-3101
・たまご絵本館　　　　　　　　　　　　　橋本市高野口町大野 1807-17 TEL0736-43-1401
・やどり温泉　いやしの湯　　　　　　　　橋本市北宿５ TEL0736-32-8000
・古民家カフェ TAMUKE( 峠 )　　　　　　五條市三在町 1315-20 TEL090-5131-0909
・石井物産株式会社　にぎわい棟　　　　　五條市岡口 1-3-1 TEL090-1735-9895
・chocobanashi 一ツ橋チョコスタンド店　五條市五條 1-3-1 TEL080-1783-1618


