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第一回大会を岐阜市政 120 周年記を記念して自転車愛好家達が三輪車を使って「何もかも手作りで・・・」

「少しの費用で・・・」「地域社会にわずかな貢献をチャリティーライドで・・・」毎回この精神で楽

しむ大会を開催。500 分間の手作り三輪車による耐久レースです。 

織田信長公ゆかりの岐阜城、風光明媚な金華山のふもと長良川河畔。 

秋の一番良い季に観光、レジャーをかねて魅力ある岐阜市におんさい! 「岐阜で遊ぼっ・・・!!」 

「とりこ」になりますョ!! 

耐久レースならではの忍耐力、技術、チームワークを老若男女一緒になって楽しみ、勝ち負けにこだわ

らず、500 分後の笑顔がごほうびになります。 

手作りだからこそ、マシーンの三輪車は自分の手で設計・製作・加工等、物づくりも体験できます。 

 

日程 受付/予選 

      平成 28 年 10 月 22 日（土） 

      受付:  午後 1:00 

      予選:  午後 1:30 

本選 

           10 月 23 日（日） 

   開会式: 午前 7:00 

      スタート: 午前 7:40 

      ゴール: 午後 4:00 

 

場所  岐阜市長良 長良川公園 

     (インラインスケートコース) 

 

主催 ＧＴ500 耐久レース実行委員会 

     〒501-3113 岐阜市北山 1-12-14 

        アクタミサイクル内 

TEL : 058-243-2880 

FAX : 058-243-3255 

 

後援  岐阜市  岐阜市教育委員会 

 

協賛  (公財)岐阜観光コンベンション協会  天領酒造(株)  (株)ミヤタサイクル 

岐阜グランドホテル  (株)シマノ  ダイワボウプログレス(株)/(ソーヨータイヤ) 

宝石・メガネ・時計・補聴器のハヤシ  ブリヂストンサイクル(株) 

 

ホームページ http://gt500.web.fc2.com/ 

 

 

Gifu Try 500  

Facebook 

Gifu Try 500  

Web Site 

GT500は 

毎年 10月第４週の 

土、日に開催 

http://gt500.web.fc2.com/
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参加資格 健康な方ならだれでも参加できます。 

※20才未満の方は、保護者の同意が必要。 

チーム構成  監督  1名 

 ライダー  1名以上 

 メカニック 1名 

 チェッカー 1名 

 

人数制限なし。ライダーが監督・メカニック・チェッカーを兼ねてもよい。 

ただし最少人数は 3名とする。 

スケジュール 【予選】 平成 28年 10月 22日（土） ※雨天決行 (注意報、警報時は中止) 

 13:00～  受付、車検、ライダースミーティング 

 13:30～  予選 

 

【本選】         10月 23日（日） ※雨天決行(注意報、警報時は中止) 

 7:00  開会式 

 7:40  スタート 

 16:00  ゴール 

 16:20  閉会式 

参加料 1チーム  6,000円 

参加料には参加費(周回カウント用含)、保険料他が含まれる。 

申し込み方法 指定出場申込書に記入の上、参加料を添えて事務局へ申し込む。 

(個人情報は大会関係以外には使用しません) 

※締め切り後の申し込みは受け付けません。 

※受理された参加料はいかなる場合も返却いたしません。 

※先着順で定員になり次第締め切ります。 

受付期間 平成 28年 9月 20日 ～10月 10日 

 

申し込み先 〒501-3113 

岐阜市北山 1-12-14 

アクタミサイクル内 ＧＴ500耐久レース実行委員会 
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GT 500 競技規則 

主催者の権限 1. 天候、その他の理由による競技の中止、延期、再スタートおよび内容の変更等の決

定 

2. 出場車両及び選手で危険を招く恐れのあるものについては、レースの出走拒否、中

止の決定。 

ライダーの遵守 1. 競技中は競技規則に従って行動し、参加者はすべての行動に責任を持たなければ

ならない。 

2. 競技参加にあたり、関連して起きた障害、事故、死亡、その他の事故などで受けた

損害に対し、主催者及び大会役員、会場管理者に対し責任追及や損害賠償の請求

はできない。 

3. 競技規則及び競技管理上のあらゆる規定、競技役員の指示に従わなければならな

い。 

4. 安全確保のためにライダーはヘルメット着用を義務とする。 

車両規定 1. 前輪駆動直結方式とする。規定以内なら市販車も可。車両形状は正三角形、二等

辺三角形のもの。 

2. 車両の材料(素材)は自由。 

3. サドルは地上から 70cm以内。 

4. ハンドル幅は 70cm以内。ハンドル高さは自由。 

5. 後車輪の幅 20cm(芯-芯)以上、100cm(芯-芯)以内。 

6. 前輪サイズは 16インチ(16HE)以内、後輪サイズは自由(左右同一サイズ)。 

7. ペダルの交換は自由。(ビンディング可) 

8. チェーンは使用禁止。 

9. 前輪もしくは後輪にブレーキシステム(キャリパーブレーキ等)の装着が望ましい。 

10. 他のマシーンの妨害となるデザイン形状は不可。 

11. アシスト、変速装置は禁止。 

12. 車両規定内でタイヤ交換、その他の修理補強は自由。ただしフレーム本体の交換

はできない。 

13. 使用する工具の種類は自由。(溶接機、サンダー等も含む) 

14. 車両に付けるゼッケンプレートは支給。(ゼッケンナンバーは後日連絡) 

車両検査 1. 本レースに参加する車両は主催者の行う車両検査を受ける。 

2. 主催者は検査の結果不適合の場合、その個所についての改善を命ずることができ

る。不適合車両の走行は認めない。 

3. 競技中においても当規則に反する事実が判明した場合、出走の中止を命ずる。 

予選 1. 予選はタイムアタック 1回(コース 1周)で決定する。 

2. 予選の結果に基づきスターティンググリッドおよび募金箱の位置が決定される。 

3. 周回カウント用募金箱の位置はイン側を予選成績の奇数、アウト側を偶数とし、前

方からタイムの少ない順とする。 

4. 予選は各チーム、ライダー1名が出走すること。 
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本選 

(競技時間) 

1. 本選競技時間は 500分間とする。 

2. 天候、その他の理由により短縮となる場合もある。 

3. スタート 5 分前には係員の指示に従い、予選順位で決まったグリッドに車両を並べ

て、スタートライダーは車両に乗り込む。 

4. 時間内にグリッドに入場できなかった車両は最後尾に並ぶ。 

スタート 1. ライダーは車両に乗った状態からスタートする。 

2. 必ず止まっている状態からペダルを漕ぎ出すこと。 

3. ライダーは地面を蹴って前進してはならない。 

周回数カウント 1. 各チームの責任においてライダーがカウント募金(1 周回ごとに 10 円を募金箱に入

れる)をし、周回数をカウントする。 

2. 周回カウントは主催者の指示により各チームのチェッカーが 1時間ごとに行う。 

3. 大会終了後、各チームからの周回カウント募金合計を「元気なぎふ応援基金」(岐阜

市役所)に寄付する。 

コース 1. コースは一周約 400mのアスファルト、ダート(芝)からなるコース。 

2. 詳細は別紙コースレイアウトを参照のこと。 

ライダーチェンジ 1. ライダーは必ず 1 回以上出場しなければならない。周回カウント用の募金が入った

袋を次のライダーに渡すことで選手交代とみなす。 

2. 選手交代は「選手交代エリア」のみで可とする。 

3. 上記項目に違反した場合のペナルティーはコース 1周減とする。 

走行中遵守事項 1. コース役員が信号旗合図を示した場合、各ライダーはただちにそれに従わなければ

ならない。 

① ホワイトフラッグ: スタート 

② レッドフラッグ: 指示されたライダーは一時停止。 

③ チェッカーフラッグ: レース終了 

2. レース中(コース上)ライダーは地面を蹴って走行してはならない。ただし選手交代エ

リアのみ地面を蹴っても良い。 

3. 走行中はライダーおよびマシーンに水をかけたり、ライダーに物を渡したり、触れた

りしてはならない。ただしピットでは可とする。 

4. コース上でトラブルが発生し自走できない場合は、内側にコースアウトし、ライダー

が車両を自力でピットまで持ち帰ること。 

5. 雷などの危険な天候の理由でレースを中断する場合、ライダーはコース上に車両を

止めたままピット又は安全な場所に避難すること。 

ペナルティー 1. 違反行為に対してのペナルティーはすべてコース 1周減とする。 

レース終了 1. レースの終了は 500 分経過後、先頭通過の車両に最初のチェッカーフラッグが示さ

れる。チェッカーフラッグ後の周回はカウントしない。 

2. 全チームに対してチェッカーフラッグが振られる。 

3. リタイヤ以外は完走とする。 

順位と完走証明 1. チェッカーフラッグが振られた時点で、周回数の多いチームから便宜的に順位を決

定。 

2. 同一周回の場合は予選順位により決定。但し順位による表彰は行いません。 
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表彰 1. 完走チームに完走証明書を授与する。 

その他 1. 当大会の名誉、進行を著しく傷つけたり妨げたりした者は失格とする。 

2. 規則内容の変更や追加がある場合は、当日のライダースミーティングで発表され

る。 

3. 各チームごみの持ち帰りを義務とする。 

4. テントなどは各チームで準備をし、指定の場所での設営。 

5. 昼食および飲食などは各チームで適宜摂取のこと。 

6. 防寒具、雨具の準備は各自。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gifu City: 魅力的な岐阜市へおんさい! 

Tricycle: 三輪車    Try: 試みる、やってみる 

500 分間(８時間 20 分) 500 

G 

T 

GT500 とは岐阜の街を 500 分間三輪車で走ってみよう。 

何か新しい発見ができます。 

 



第8回 GIFU TRY 500 自作三輪車耐久レース コースレイアウト 

スタート/ゴール 

トイレ 

大会 
本部 

舗装路 

ダート(芝) 

ピットコース 

コース全長: 約400m 



※チーム員数が6名以上の場合は(シート2)を使用してください。それ以上の場合は(シート2)をコピーして使用してください。

フリガナ 生年月日 　　　年　　　　　月　　　　　日　　(　　　　才)

氏　　名

　　性別　　　(　男　　　女　)

住　　所
〒

保護者名 電話番号 　(　　　　　　　　)　　　　　　　　　-

フリガナ 生年月日 　　　年　　　　　月　　　　　日　　(　　　　才)

氏　　名

　　性別　　　(　男　　　女　)

住　　所
〒

保護者名 電話番号 　(　　　　　　　　)　　　　　　　　　-

フリガナ 生年月日 　　　年　　　　　月　　　　　日　　(　　　　才)

氏　　名

　　性別　　　(　男　　　女　)

住　　所
〒

保護者名 電話番号 　(　　　　　　　　)　　　　　　　　　-

フリガナ 生年月日 　　　年　　　　　月　　　　　日　　(　　　　才)

氏　　名

　　性別　　　(　男　　　女　)

住　　所
〒

保護者名 電話番号 　(　　　　　　　　)　　　　　　　　　-

フリガナ 生年月日 　　　年　　　　　月　　　　　日　　(　　　　才)

氏　　名

　　性別　　　(　男　　　女　)

住　　所
〒

保護者名 電話番号 　(　　　　　　　　)　　　　　　　　　-

フリガナ 生年月日 　　　年　　　　　月　　　　　日　　(　　　　才)

氏　　名

　　性別　　　(　男　　　女　)

住　　所
〒

保護者名 電話番号 　(　　　　　　　　)　　　　　　　　　-

ライダー4

ライダー5

GIFU TRY 500 「手作り三輪車500分耐久レース」　出場申込書

私は、本大会の規則に従って下記の通り出場を申し込みます。(参加者が未成年の方は保護者が同意し署名してください。)

誓　約　書
私は、本大会の競技規則に同意し署名して参加を申し込みます。また、競技にあたり関連して起こった事故など
で私自身に被った被害に関して、決して主催者およびその関係者に対し、責任を追及したり、損害賠償を追及し
ないことを誓います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者署名:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

(総チーム員数　　　　人)

監督
(代表者)

チーム名

ライダー1

ライダー2

ライダー3



フリガナ 生年月日 　　　年　　　　　月　　　　　日　　(　　　　才)

氏　　名

　　性別　　　(　男　　　女　)

住　　所
〒

保護者名 電話番号 　(　　　　　　　　)　　　　　　　　　-

フリガナ 生年月日 　　　年　　　　　月　　　　　日　　(　　　　才)

氏　　名

　　性別　　　(　男　　　女　)

住　　所
〒

保護者名 電話番号 　(　　　　　　　　)　　　　　　　　　-

フリガナ 生年月日 　　　年　　　　　月　　　　　日　　(　　　　才)

氏　　名

　　性別　　　(　男　　　女　)

住　　所
〒

保護者名 電話番号 　(　　　　　　　　)　　　　　　　　　-

フリガナ 生年月日 　　　年　　　　　月　　　　　日　　(　　　　才)

氏　　名

　　性別　　　(　男　　　女　)

住　　所
〒

保護者名 電話番号 　(　　　　　　　　)　　　　　　　　　-

フリガナ 生年月日 　　　年　　　　　月　　　　　日　　(　　　　才)

氏　　名

　　性別　　　(　男　　　女　)

住　　所
〒

保護者名 電話番号 　(　　　　　　　　)　　　　　　　　　-

フリガナ 生年月日 　　　年　　　　　月　　　　　日　　(　　　　才)

氏　　名

　　性別　　　(　男　　　女　)

住　　所
〒

保護者名 電話番号 　(　　　　　　　　)　　　　　　　　　-

ライダー9

ライダー
10

ライダー
11

GIFU TRY 500 「手作り三輪車500分耐久レース」　出場申込書 (シート2)

チーム名
(総チーム員数　　　　人)

ライダー6

ライダー7

ライダー8


