
 

 

 

第 9 回奄美大島チャレンジサイクリング 240K参加案内 

このたびは「第 9回奄美大島チャレンジサイクリング 240K」にお申込みいただきありがとうございます。 

大会目前になりました。健康管理には十分ご注意いただき、当日は万全の体調でお越しください！ 

封筒に記載の NO.があなたのゼッケン NO.になります。 

受付では封筒をご持参の上、アンケートのご提出をお願いします。 

【240km の部参加の方へ】240km の部はグループごとのスタートとなります。封筒に記載のご自分のグループ番号をご確

認ください。 

 

《スケジュール》 

12月 9日(土) 

時間 内容 場所 

13:00～18:00 選手登録受付 奄美市 AiAiひろば 1階 

12月 10日(日) 

時間 内容 場所 

奄美大島 1周コース 

【240km】 

4:30～5:30 荷物預かり・出走確認 名瀬運動公園 

5:45 集合・開会式 

6:00 スタート 

11:00 第 1関門制限時間 本茶峠下 

14:00 第 2関門制限時間 瀬戸内町・海の駅 

17:00 第 3関門制限時間 名音漁港 

19:00 フィニッシュ制限時間 奄美市名瀬運動公園 

奄美大島ハーフコース 

【160km】 

6:30～7:30 荷物預かり・出走確認 奄美市ひと・もの交流プラザ 

7:45 集合・開会式 

8:00 スタート 

13:00 第 1関門制限時間 瀬戸内町・海の駅 

16:00 第 2関門制限時間 名音漁港 

18:00 フィニッシュ制限時間 奄美市名瀬運動公園 

シーサイドコース 

【90km】 

8:30～9:30 荷物預かり・出走確認 瀬戸内町・海の駅 

9:45 集合・開会式 

10:00 スタート 

14:30 関門制限時間 名音漁港 

17:00 フィニッシュ制限時間 奄美市名瀬運動公園 

ノースラウンドコース 

【50km】 

8:30～9:30 荷物預かり・出走確認 龍郷町役場 

9:45 集合・開会式 

10:00 スタート 

15:00 フィニッシュ制限時間 奄美市名瀬運動公園 

19:30～21:00 さよならパーティー 奄美サンプラザホテル 2階広間 

 



 

■さよならパーティー 

 12/10(日)19:30より奄美サンプラザホテル 2階広間にて開催します。地元特産物販売等を予定しています。 

 参加費は参加者・同伴者ともに 4,500円です。飲み放題・食べ物をご用意します。 

 ※ただし選手受付時(12/8)および当日(12/9)にお申込みの場合は参加者・同伴者ともに 5,500円となります。 

 ※定員に達した際にはお断りする場合がございます。 

※既にお支払い済みの方には選手受付時にチケットをお渡ししますので必ずご持参ください。 

 

■さよならパーティー参加有無アンケートのお願い 

 参加を希望される方は 12月 7日(木)までに下記アドレスへ参加希望メールをお願いします。 

アドレス【 event@powersports.co.jp 】 

 ※メールの際は「奄美大島チャレンジサイクリングさよならパーティー参加希望」の件名で①名前②ゼッケン NO.の記

載をお願い致します。 

 ※既に参加申込済みの方は不要です。 

 

■選手送迎バスについて 

 選手送迎バスを下記の通り運行します。(無料) 

このご案内以外の移動・荷物の運搬についてはご参加者自身でお願いします。 

 

★12月 9日(土)奄美空港⇒選手受付会場(奄美市 AiAiひろば)⇒奄美市内・龍郷町⇒瀬戸内町 

※各宿泊地周辺まで 

シャトルバス出発時間 奄美空港到着便(参考)※実際の発着便は各航空会社にてご確認ください 

① 14:45発 那覇空港～奄美大島 13:45着 

鹿児島空港～奄美大島 14:15着 

②15:10発 羽田空港～奄美大島 14:30着 

関西空港～奄美大島 14:35着 

③16:50発 鹿児島空港～奄美大島 15:40着 

成田空港～奄美大島 16:20着 

 

 ★12月 10日(日)さよならパーティー会場(奄美サンプラザホテル)⇒奄美市内・龍郷町⇒瀬戸内町 

 ※各宿泊地周辺まで 

シャトルバス出発時間 内容 

④21時頃出発予定 パーティー終了後 21時頃出発予定となりますので乗り遅れのないようにしてください。 

 

■選手送迎バス乗車希望アンケートのお願い 

 乗車を希望される方は 12月 7日(木)までに下記アドレスへ乗車希望メールをお願いします。 

アドレス【 event@powersports.co.jp 】 

  ※メールの際は「奄美大島チャレンジサイクリング選手送迎バス乗車希望」の件名で①名前②ゼッケン NO.③乗車希

望バス(奄美空港①～③、パーティー会場④の中から選択)の記載をお願い致します。 

  ※事前にご連絡がない場合、乗車をお断りする可能性がございます。 
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■保険について 

 主催者が加入する保険は下記の内容です。別途スポーツ傷害保険を希望される方は最寄りの保険会社にお問い合わ

せ頂き、各自でご加入ください。 

＜主催者契約の保険金額＞死亡・後遺障害 500万円・入院日額 3,000円・通院日額 2,000円 

 

■大会中の怪我などの保険申請について 

大会終了後 2 週間以内にメールにてご連絡ください。 

(必ず大会名・氏名・ゼッケン NO.・事故証明書送付先住所 を記載して下さい) 

「事故証明書」を郵送にてお送り致しますので必要事項をご記入いただきパワースポーツまで郵送してください。  

その後は、保険会社から連絡をお待ち下さい。その間、通院などされた際の領収書の保管をお願いします。 

月末に申請を出すため、保険会社からの連絡は、申請のタイミングにより 1 ヶ月〜2 ヶ月程お時間をいただくことがご

ざいます。 

 

■空港でのバイクチェックイン 

 各航空会社の規定により、規定以上の荷物を預ける際は追加料金が発生する場合がございます。 

また、搭乗便に預けられない場合もございますので事前に送ることをオススメします。詳しくは各航空会社へお問い合

わせください。 

 

■その他 

 12月 9日(土)に受付会場にてバイクメカニックサービス(有料)を行います。 

 パワーバーブースでサプリメントや小物類の販売を行います。 

 

■お問い合わせ先について 

 大会事務局:有限会社パワースポーツ イベント事業部 

 〒248-0022 神奈川県鎌倉市常盤 628-3 

 TEL:0467-84-8639(平日 9:00～18:00) FAX:0467-84-8640 

 E-MAIL1【 info@powersports.co.jp 】(通常お問い合わせメール) 

 E-MAIL2【 event@powersports.co.jp 】(パーティー参加希望・送迎バス乗車希望メール専用アドレス) 

 大会期間中(12/8(金)～12/11(月))の緊急連絡先 TEL:080-6516-1826 

 

 緊急連絡の場合は Facebook にてお知らせいたします。 

※Facebook ページは登録がなくても、どなたでも閲覧できるページです。 

 《共通》Facebook ページ：https://www.facebook.com/outdoorsportsjapan/ 

 

■各スタート地点での荷物預かりについて 

 各スタート地点からフィニッシュ地点まで荷物を搬送します。 

※希望の方は受付にて荷物預け袋を貰ってください。 

○240km コース…スタート地点(名瀬運動公園)にて荷物をお預かりします。 

○160km コース…スタート地点(ひと・ものプラザ)にて荷物をお預かります。 

○90km コース…スタート地点(瀬戸内町・海の駅)にて荷物をお預かります。 

○50km コース…スタート地点(龍郷町役場)にて荷物をお預かります。 
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奄美大島 1周コース【240km】参加案内 

■大会会場：鹿児島県奄美大島全域(メイン会場:奄美市名瀬運動公園) 

■選手受付：12/9(土)13:00～18:00[奄美市 AiAiひろば 1階] 

 ※受付には封筒をご持参下さい。ゼッケン・参加賞をお渡しいたします。 

■スタート：12/10(日)6:00[奄美市名瀬運動公園] 

■制限時間：13時間 

■関門制限時間：第 1関門制限時間スタート後 5時間[本茶峠 約 107km地点] 

        第 2関門制限時間スタート後 8時間[瀬戸内町・海の駅 約 153km地点] 

        第 3関門制限時間スタート後 11時間[名音漁港 約 210km地点] 

                                                 

 

奄美大島ハーフコース【160km】参加案内 

■大会会場：鹿児島県奄美大島全域(メイン会場:奄美市名瀬運動公園) 

■選手受付：12/9(土)13:00～18:00[奄美市 AiAiひろば 1階] 

※受付には封筒をご持参下さい。ゼッケン・参加賞をお渡しいたします。 

■スタート：12/10(日)8:00[奄美市ひと・ものプラザ] 

■制限時間：10時間 

■関門制限時間：第 1関門制限時間スタート後 5時間[瀬戸内町・海の駅 約 73km地点] 

        第 2関門制限時間スタート後 8時間[名音漁港 約 130km地点] 

                                                

 

シーサイドコース【90km】参加案内 

■大会会場：鹿児島県奄美大島西部(メイン会場:奄美市名瀬運動公園) 

■選手受付：12/9(土)13:00～18:00[奄美市 AiAiひろば 1階] 

 ※受付には封筒をご持参下さい。ゼッケン・参加賞をお渡しいたします。 

■スタート：12/10(日)10:00[瀬戸内町・海の駅] 

■制限時間：7時間 

■関門制限時間：関門制限時間スタート後 4時間 30分[名音漁港 約 61km] 

                                                

 

ノースラウンドコース【50km】参加案内 

■大会会場：鹿児島県奄美大島東部(メイン会場:奄美市名瀬運動公園) 

■選手受付：12/9(土)13:00～18:00[奄美市 AiAiひろば 1階] 

 ※受付には封筒をご持参下さい。ゼッケン・参加賞をお渡しいたします。 

■スタート：12/10(日)10:00[龍郷町役場] 

■制限時間：5時間 

                                                

 

 



 

☆☆☆事前に必ず熟読してください☆☆☆ 

参加される場合は、MTB、小径車、リカンベントを含む公道を走れる自転車を使用していただきます。 

ただし、DHバーの使用は禁止です。 

240km の部は約 10名のグループをゼッケンナンバー順に編成し、1分ごとにスタートします。 

 

サイクリングルール 

1. 本大会はタイムを競うレースではありません。交通規則を遵守し、追走・並走・割り込みはせず、一列走行してくださ

い。信号無視など事故のもとになりますので、絶対に行わないようお願いします。 

2.ヘルメット、手袋を必ず装着してください。 

3.車両での伴走は禁止します。 

4.先頭を走る選手は、先導車を追い越さないでください。 

5.コースは誘導員あるいは誘導看板に従って走行してください。 

6.リタイアする場合には必ず係員に申告し、指示に従ってください。 

7.各関門およびエイドステーションでは、水とお菓子や果物などの奄美大島の名産品の用意を予定しています。その

他必要なドリンク・補給食は各自でご用意ください。また必要装備はご自身で携行してください。 

エイドステーション(関門含む)240km:6 ヶ所、160km:4 ヶ所、90km:2 ヶ所、50km:なし 

8.各関門およびコース上でリタイアする方はバスとトラックでフィニッシュ地点まで搬送します。コース上でリタイアする

方は搬送まで時間を要する場合がありますのでご了承ください。 

 

■送迎シャトルバス集合場所(奄美空港) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奄美空港ターミナルビル出入口前 

送迎シャトルバス集合場所 



 

■名瀬運動公園：240kmスタート&全コースフィニッシュ地点 

 

■受付会場：奄美市 AiAiひろば 

 

 

名瀬運動公園 

240kmスタート&全コースフィニッシュ地点 

奄美市役所 

奄美市 AiAiひろば(鹿児島県奄美市名瀬末広町 14-10) 

12/9受付会場 

※市役所より徒歩約 3分 



 

■奄美市ひと・ものプラザ：160kmスタート地点 

 

■瀬戸内町・海の駅：90kmスタート地点 

 

 

奄美市ひと・ものプラザ(鹿児島県奄美市笠利町大字節田) 

160kmスタート地点 

瀬戸内町・海の駅(鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋大湊 26-14) 

90kmスタート地点 



■龍郷町役場：50kmスタート地点 

 

■さよならパーティー会場：奄美サンプラザホテル 

奄美サンプラザホテル(鹿児島県奄美市名瀬港町 2-1) 

さよならパーティー会場 

龍郷町役場(鹿児島県大島郡龍郷町浦 110) 

50kmスタート地点 


