
第30回シマノ・バイカーズフェスティバル
2022年大会 開催のご案内

掲載内容は5月時点の情報です。状況により変更になる場合がございます。

第30回シマノ・バイカーズフェスティバル 開催概要

開催日
会　場 富士見パノラマリゾート
　　　　〒399-0211
 長野県諏訪郡富士見町富士見6666-703番地

募集期間 2022年 5月26日（木）0:00～6月29日（水）23:59
公式ウェブサイト 2022年5月20日（金）公開予定
　　　　　　　　　 http://www.shimano-event.jp

申込方法 インターネットのみ

主　催 株式会社シマノ
共　催 富士見パノラマリゾート

後援2022年7月30日（土）・31日（日） 未定●
●

●
●

●

●
●

●

お申込みサイト：スポーツエントリー
　　　　　　　　https://cycle.spoen.jp



ごあいさつ

株式会社シマノ

企業文化コミュニケーション部 文化推進課

阿部竜士

2022年5月吉日
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株式会社シマノは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により2020年から2年連続で開催中止となりました

「シマノ・バイカーズフェスティバル」につきまして、政府の新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針、及び

公益財団法人日本スポーツ協会、公益財団法人日本自転車競技連盟のガイドラインに基づき、また開催地でありま

す長野県および富士見町の方針に反しないことを前提として開催いたします。

３年ぶりに大会を開催し、サイクルスポーツ、アウトドアスポーツを愛する方々と共に、再びマウンテンバイクをメイ

ンとしたスポーツバイクの祭典を実施できることをたいへん嬉しく存じます。

「シマノ・バイカーズフェスティバル」に参加される方々、およびご来場されるすべての方々におかれましては、今大

会開催の意義をご理解いただくとともに、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に対する各種対策へのご理解

とご協力をお願いいたします。

※この大会実施の方針は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況、社会状況などに応じて、随時改定してまいります

ので、最新の情報にご留意ください。
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シマノ・バイカーズフェスティバルは2020年に開催以来初の大会中止となり、2021年は規模を縮小しての開催を計画しましたが、

感染状況の悪化によって2年連続の大会中止となりました。今年は新型コロナウイルス感染症対策をしっかりと行った上で、長野県諏

訪郡富士見町にある富士見パノラマリゾートをメイン会場に、スポーツ自転車の祭典「第30回シマノ・バイカーズフェスティバル」を7

月30日（土）、31日（日）の2日間にわたって開催いたします。

トピックストピックス

シマノ・バイカーズフェスティバルが帰ってきます！

新型コロナウイルス感染症対策をしっかりと行った上で、通常通りのレース種目数、ツーリングメニュー数でイベントを開催します*。大

会開催にあたっては健康確認書の提出、入場時の検温、マスクの着用など実施いたします。体温が37.5℃以上の方、体調不良のある

方は入場をお断りいたします。皆さまのご理解、ご協力をよろしくお願いします。

*大会に参加する選手の同伴者の会場へのご入場については、今後の状況次第で制限させていただく可能性があります。

新型コロナウイルス感染症対策新型コロナウイルス感染症対策

これまで八ヶ岳の絶景を走る楽しみをご提供していたオンロードライドツーリング。今年はさらに“テーマ”をプラスし、地域の歴史や文

化、産業遺産など日常生活では「見ることのできないモノ」、「体験できないコト」も合わせてご提供します。

オンロードのライドイベントを一新！“テーマ”をプラスした自転車旅をご提供

富士見パノラマリゾートのある富士見町は南アルプス北端にあたり、起伏に富んだ地形です。

今回E-MTBの特性を活かした特設コースをシマノサポートライダーの松本駿さんが考案。合わせて協賛社様のご協力でE-MTBを貸

与いただき、E-MTBをお持ちでない方にも参加いただけるようにしました。多くのE-MTBライダーに富士見町の豊かな自然と合わせ

て楽しんでいただきます。

E-MTBで豊かな富士見町の自然を駆け巡ります

近年、多様化するオフロード系バイクのなかで注目を浴びているドロップハンドルのグラベルバイクやシクロクロスだけに絞ったエン

デュランス種目を新設いたします。この車種では数少ないエンデュランスレースをご家族や仲間でお楽しみください。

エンデュランス種目に「ドロップハンドル」クラスが新たに加わります

多くの皆さまに支えられ、シマノ・バイカーズフェスティバルは30回を迎えました。それを記念してレース系全種目におきまして、30

位の選手を表彰いたします。

第30回記念大会として、レース系全種目において30位を特別表彰します



大会で人気の高いエンデュランス種目に「ドロップハンドル90分エンデュランス（ソロ、2～3人組）」を新設いたします。近年注目を浴

び、ロードバイクの軽快さとオフロードでの走破性を兼ね備えている“グラベルバイク”や、各地の大会で人気を呼んでいる“シクロク

ロス”などの、ドロップハンドルが装着されたバイクで参加いただけます。

グラベルバイクでツーリングを楽しまれている方々も、この機会に仲間とともに富士見パノラマのレースコースを存分に楽しんでくだ

さい。

レース種目についてレース種目について

クロスカントリー競技のエンデュランス種目に「ドロップハンドル」クラスを設けます

その長い距離と変化に富んだコースから「アジアのダウンヒルの聖地！」と海外の方々に言われることも多い富士見パノラマリゾート。

大会に合わせて作られたバイカーズ特設コースをご用意します。

バイカーズでは他のＤＨレースにはない２度のタイムアタックで、どちらかの優れたタイムを自身の持ちタイムとする「２ヒート制」を

採用しております。　

これまで同様に、男子は39歳以下、40歳以上の２カテゴリー、そして女子の部に加え、ハードテイルクラスも設定いたします。

DH（ダウンヒル）
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2019年まで八ヶ岳絶景ロングライドとして多くの方に参加いただいたコースが、今年は「七里岩と徳島堰沿いの旧甲州街道を走る

ロングライド」としてまったく新しく生まれ変わります。

約25万年ほど前に山体崩壊した八ヶ岳から山梨県韮崎市方面に流れた岩屑流が、西と東に流れる釜無川と塩川で削られてできた28

㎞にわたる「七里岩」と、釜無川の右岸に江戸時代に開削された農業用水路「徳島堰」と並走する「旧甲州街道」を舞台にして、自然の

力と人の力の両方でつくり上げられた壮大なコースをお楽しみください。

ツーリングメニュー（ライド）について ①ツーリングメニュー（ライド）について ①
「ライド」とはガイドスタッフなしで、ご自分のペースで楽しんでいただくツーリングメニューです。「ライド」とはガイドスタッフなしで、ご自分のペースで楽しんでいただくツーリングメニューです。

オンロードのロングライドコースを一新します

大会の舞台である富士見町、原村、茅野市を含む八ヶ岳・諏訪地方は広大な田畑が広がる絶景の中をサイクリングで楽しむことができ

ますが、以前は水不足に悩む土地で、たびたび水争いが起こっていました。約200年前に地元の名士“坂本養川”が作った「堰（せぎ・こ

の地方の農業用水路の呼び名）」により、この地域にも水を張り巡らすことができました。約200年前の先人たちの知恵と努力で出来

た堰（せぎ）は一部は当時の姿のまま今も使われており、近くで見ることができます。これまでのツーリングに「地域の歴史や文化」をプ

ラスした新たなスタイルの「八ヶ岳・諏訪地方の堰をめぐる絶景ライド」をお楽しみください。

八ヶ岳・諏訪地域の歴史や文化の痕跡をめぐる絶景ライドを新設します
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ツーリングメニュー（ライド）について ②ツーリングメニュー（ライド）について ②

前回大会で初登場したパン屋めぐりライド。お買い上げのパンはお店に取り置きしてもらい、スタッフが回収後、ゴールの受付にてお

渡しする「手ぶら」ライドが大好評！八ヶ岳山麓西南部の自然を満喫しながら、こだわりのパン屋さんでお買い物。購入したパンの持ち

運びを気にせず思う存分楽しめます。

好評の手ぶらツーリング「八ヶ岳山麓パン屋めぐりライド」を今年も実施します
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「ライド」とはガイドスタッフなしで、ご自分のペースで楽しんでいただくツーリングメニューです。「ライド」とはガイドスタッフなしで、ご自分のペースで楽しんでいただくツーリングメニューです。



2019年の宮川堤防グラベルガイドツアーに続き、今年は「八ヶ

岳・諏訪地方の堰をめぐる絶景グラベルガイドツアー」が新たに

加わります。

富士見町、原村、茅野市には多くのグラベルロードが点在してい

ます。この地域に住むシマノサポートライダーの松本駿さんが厳

選した魅力あふれるグラベルロードを約200年前から今も使わ

れ続ける堰（せぎ）めぐりと合わせて、思う存分楽しんでいただき

ます。

八ヶ岳の雄大なグラベルフィールドを楽しんでいただくガイドツアーが加わります

ツーリングメニュー（ガイドツアー）について ①ツーリングメニュー（ガイドツアー）について ①
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「ガイドツアー」とは、経験豊かなスタッフが皆さまをご案内するツーリングメニューです。「ガイドツアー」とは、経験豊かなスタッフが皆さまをご案内するツーリングメニューです。

富士見町の豊かな自然をE-MTBで駆け巡る「富士見E-MTBガイドツアー」を新たに実施いたします。E-MTBをお持ちでない方も協

賛社様のご協力で用意したE-MTBでご参加いただけます。

E-MTBの特性を活かした新設コースをぜひこの機会にお楽しみください！

「富士見E-MTBガイドツアー」を新設します



ツーリングメニュー（ガイドツアー）について ②ツーリングメニュー（ガイドツアー）について ②
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「ガイドツアー」とは、経験豊かなスタッフが皆さまをご案内するツーリングメニューです。「ガイドツアー」とは、経験豊かなスタッフが皆さまをご案内するツーリングメニューです。

人気の入笠山シークレットガイドツアーを今年も実施いたします。富士見パノラマリゾートのゴンドラで一気に山頂へ。湿原や高原の

景色を楽しんだら、ガイドスタッフと共にとっておきのトレイルを下ります。

上りが少なく、下りはテクニカルなコースが連続する、下り好きな方々にもご満足をいただくことのできるツアーを企画いたしました。

入笠山シークレットガイドツアー

「ワンウェイツーリング」は「トラック・バス・ゴンドラ・電車」などをフル活用し、下り基調のコースという“おいしいところ”を堪能できる

ツーリングです。今年も「八ヶ岳山麓ガイドツアー」「小黒川林道ガイドツアー」「宮川堤防グラベルガイドツアー」で実施します。

各ツアーがワンウェイで楽しめます



出展社PRブース、試乗コーナー、および地元の新鮮な食材をご提供するバイカーズマルシェなどのサブイベント*も実施する予定で

す。３年ぶりの大会を盛り上げる各種サブイベントをぜひお楽しみください。

*新型コロナウイルス感染症対策により、ご好評でしたウェルカムパーティーやバイカーズビストロは行いません。

出展社PRブース/試乗コーナー/バイカーズマルシェ/その他サービス

ミルキーレースだけでは物足りない元気いっぱいのキッズのために、キックバイクでも楽しめる超ショートコースをご用意します。ご自

由に遊んでいただけるので、お子様を退屈させません！

キックバイクでも楽しめるコースをご用意

2019年のシマノ・バイカーズフェスティバルでは初めて参加される方の

比率が参加者全体の36％、またスポーツ自転車の経験年数が1年未満の

方が参加者全体の7％となっており、シマノ・バイカーズフェスティバルを

サイクルイベントデビューの場としてお使いくださる方が数多くいらっしゃ

います。

シマノサポートライダーをはじめとするプロライダーが講師を務め、基礎的

なライディングテクニックをレクチャーする初心者向けの「MTBスクール」

を引き続き行います。基本姿勢から体重の掛け方など、初心者はもちろん

「自己流でずっと走っていたから、一度基礎をしっかり学びたい！」という方

にもおすすめです。

さらに、今年はシマノサポートライダーによる「ダウンヒルスクール」も開催

いたします。「安全に、かつスムーズに下りたい！」という方に、ぜひご参加い

ただきたいと思います。

マウンテンバイクのスキルをアップさせたい方々への取り組み

サブイベントについてサブイベントについて
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種目一覧 ①種目一覧 ①

レース系種目の紹介
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ソロで、チームで参加できるオフロードレース！自分にあった楽しみ方が選べる多彩な種目が勢ぞろい

クロスカントリー種目
種目名 参加資格 参加可能車両

4時間エンデュランス 2/3/4/5人組、WOMEN

2時間エンデュランス ソロ

2時間エンデュランス 2/3/4人組

30分XCマラソン ソロ

30分XCマラソン ペア

60分XCマラソン

シングルスピード60分XC

ファットバイク60分XC

ドロップハンドル90分エンデュランス　2～3人組

ドロップハンドル90分エンデュランス　ソロ

キッズXC

ビギナーXC

小学4年生以上

15歳以上（高校生以上）

小学4年生以上

小学4年生以上

小学生以上

中学生以上

中学生以上

中学生以上

中学生以上

中学生以上

小学生

中学生以上

MTB

MTB

MTB

MTB

MTB

MTB

シングルスピード

ファットバイク

グラベルバイク、シクロクロスなど
ドロップハンドルであればＯＫ

グラベルバイク、シクロクロスなど
ドロップハンドルであればＯＫ

MTB

MTB

ダウンヒル種目
種目名 参加資格 参加可能車両

DH

DHエンデューロ

チームDH 

15歳以上（高校生以上）

15歳以上（高校生以上）

15歳以上（高校生以上）**

MTB

MTB

MTB

未就学児童種目
種目名 参加資格 参加可能車両

ミルキー（無料） 未就学児童　*当日申込み 制限なし

**ＤＨまたはＤＨエンデューロ参加者のみ出場可（複数チームのかけもち不可）

※なお、新型コロナウイルス感染症の状況などにより、実施内容等を変更する場合があります。

※年齢は、2022年1月1日現在を適用。
　ただし参加資格が小学生・中学生以上などとなっている種目（キッズXC等）は、
　大会当日の学年を適用します。

NEW

NEW



種目一覧 ②種目一覧 ②

ツーリング系種目の紹介

スクールの紹介
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オン＆オフロード！お子様から大人の方々まで、多彩な車種で参加できるツーリング

ＭＴＢの基礎から学べる！プロライダーが直接レクチャーするスクール

※なお、新型コロナウイルス感染症の状況などにより、実施内容等を変更する場合があります。

※年齢は、2022年1月1日現在を適用。
　ただし参加資格が小学生・中学生以上などとなっている種目（キッズXC等）は、
　大会当日の学年を適用します。

オフロード車ツーリング
種目名 参加資格 参加可能車両

オンロード車ツーリング
種目名 参加資格 参加推奨車両

七里岩と徳島堰沿いの旧甲州街道を走るロングライド90/70

八ヶ岳・諏訪地方の堰をめぐる絶景ライド

八ヶ岳山麓パン屋めぐりライド

バイカーズロゲイン富士見町ライド 2/3/4/5人組　男性/女性/男女混合

バイカーズロゲイン富士見町ライド 2/3/4/5人組　ファミリー

中学生以上

小学生以上

小学生以上

15歳以上（高校生以上）

小学生以上

※ツーリングの名称について
　【～ガイドツアー】・・・ガイドスタッフが伴走する種目。
　【～ライド】・・・マップや案内看板を確認しながら自由に走行するフリーライド形式の種目。  
※ツーリングにおいて、小学生は保護者同伴、中学生は単独走行原則禁止。

ＭＴＢスクール
種目名 参加資格 参加可能車両

小学4年生以上

小学生以上　*当日申込み

DH参加者

MTB

MTB

MTB

*小学生以上で他の有料種目にエントリーされている方なら無料で参加できます。
***DH種目にエントリーされている方なら無料で参加できます。

丸金林道ガイドツアー

入笠山シークレットガイドツアー

八ヶ岳山麓ガイドツアー　*ワンウェイツーリング-Ｂ（バス）

小黒川林道ガイドツアー　*ワンウェイツーリング-Ｂ（バス）

諏訪大社ガイドツアー　 *ワンウェイツーリング-Ｂ（バス）

宮川堤防グラベルガイドツアー　 *ワンウェイツーリング-Ｔ（トレイン）

富士見E-スポーツバイクガイドツアー

富士見E-MTBガイドツアー

富士見E-MTBガイドツアー　E-MTBレンタル付き

八ヶ岳・諏訪地方の堰をめぐる絶景グラベルガイドツアー

中学生以上

中学生以上

中学生以上

小学5年生以上

中学生以上

中学生以上

18歳以上

中学生以上

18歳以上

中学生以上

MTB・E-MTB

MTB・E-MTB

MTB・E-MTB・グラベルバイク・シクロクロス

MTB・E-MTB・グラベルバイク・シクロクロス

MTB・E-MTB

MTB・E-MTB・グラベルバイク・シクロクロス

E-スポーツバイク（主催者手配）

E-MTB

E-MTB（主催者手配）

グラベルバイク・シクロクロスNEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

ロード・クロスバイク・E-スポーツバイク他

ロード・クロスバイク・E-スポーツバイク他

ロード・クロスバイク・E-スポーツバイク他

ロード・クロスバイク・小径車・ＭＴＢ・E-スポーツバイク他

ロード・クロスバイク・小径車・ＭＴＢ・E-スポーツバイク他

MTBライディングスクール　（無料*）

オフロードで学ぶトレイル実践テクニック（無料*）

シマノサポートライダー直伝！安全に速く走るためのコース攻略ガイド（無料***）


