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FERRO MARI E MONTI  
2022 

大会参加案内 
 

10.29 sat 
10.30 sun 
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【大会概要】 
主催：FERRO Mari e Monti実行委員会 
後援：富津市、鴨川市、鋸山美術館、在日イタリア大使館 
協力：鋸山美術館、ザ・フィッシュ、棚田倶楽部、Cafe Grove、コルサコルサ、rinproject、 

盛栄堂、JR安房鴨川駅、ボランティアの皆様 
大会会場：千葉県富津市金谷地区・鋸山美術館 

 
 
 
 
FERRO Mari e Montiとは、イタリア語で「鐡(Ferro)・海(Mari)・山(Monti)」を意味します。「千
葉県房総半島の美しさと多様性を昔の自転車で走ろう」をコンセプトにしています。 
歴史ある自転車、または昔の作りを再現した自転車に乗ることで、古き良き時代のサイクリン

グスタイルを再現し、房総半島の美しい田園風景や海岸線とイタリアの自由な空気を楽しむた

めに生まれたイベントです。 

 
 
 
 
 

10 月 29 日（土） 
10:00 駐車場オープン（旧富津市立金谷小学校） 

自転車コンテスト優勝車設営開始 
11:00 受付・サイクルフリマ・各種イベント開始（鋸山美術館） 
11:30 金谷探検トレジャーライド開始 
13:30 金谷探検トレジャーライド終了 
17:00 受付・サイクルフリマ終了 
18:00 前夜祭受付開始（会場：ザ・フィッシュ） 
18:30 前夜祭開始 
21:00 前夜祭終了 
21:15 送迎開始 

 

10 月 30 日（日） 
6:00 駐車場オープン（旧富津市立金谷小学校） 
7:00 受付・サイクルフリマ・各種イベント開始（鋸山美術館） 
8:00 当日受付終了・整列開始 
8:30 開会式 
8:40〜 戦前自転車スターsト 

1. 大会について 

２. 大会日程 
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8:45〜 ロングコーススタート 
9:00〜 ミドルコースタート 
9:15〜 ショートコーススタート 
17:00 大会終了 
17:30 コースクローズ、サポート終了 

 
 
 
 
 

１）スタート・イベントメイン会場：鋸山美術館 
住所：千葉県富津市金谷 2146-1 

２）参加者専用駐車場：富津市立旧金谷小学校グランド 
住所：千葉県富津市金谷 2252 
進入口は狭いため、カーナビや Google 等のルート案内を過信しないで、必ず「浜金谷駅前
交差点」からお入りください。 

【専用駐車場のご使用の注意】 
・駐車券を必ず見える場所に設置してください。 
・貴重品は各自で保管してください。不安の場合、大会受付でお預けください。 
・自転車の搬送も含め、鋸山美術館の駐車場の使用はできません。 
詳細：https://bit.ly/3vqjaDy 

 
【金谷地域全体図】 

 

3. 大会メイン会場、参加者専用駐車場について 

鋸山美術館 
大会会場 

旧金谷小学校 
大会専用駐車場 

ザ・フィッシュ 
前夜祭会場 
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受付日程：2022年 10月 29日（土）11時 00分〜17時 00分 
   2022年 10月 30日（日）7時 00分〜8時 00分 
大会キットを受け取るため、送られた「登録完了お知らせメール」をご提示ください。ご提示で

きない場合、写真付きの身分証明証の提示をお願いする場合があります。 
大会キットに含まれるもの：ゼッケン、安全ピン、バイクナンバー、紐、ロードブック 
前夜祭に参加する方の場合、前夜祭参加券が配布されます。 

・ゼッケンの付け方 
ゼッケンはジャージの後ろ、またはサコッシュに見える形で付けてください。 

・バイクナンバーの付け方 
 バイクナンバーはトップチューブとヘッドチューブの間につけてください。指定の場所につけ

られない場合、分かりやすい位置につけてください。 

 
 
 
 
 
10月 29日（土）金谷探検トレジャーライドが開催されるため、11時 00分に受付開始となりま

す。ガイド付きのライドとなりますのでガイドの案内に従ってお進みください。 
ライドに使うクイズ、ペンとライド終了後に使用できる 1,500 円分クーポン券が配布されます。

「T」で始まる受理番号を受付にご提示ください。 

 
 
 
 
 
新型コロナウイルス拡散防止の観点から大会会場でのマスク着用を推奨していますが、他人との

距離が 2m 以上確保できた場合、またライド中にマスクの着用は原則不要です。 
前夜祭のビュッフェでお食事を受け取る際やエイドステーションでお食事を受け取る際に、マス

クの着用をお願いしています。 
マスク着用に関する情報を厚生労働省のサイトにてご確認いただけます。 
厚生労働省公式サイト：https://bit.ly/3MWPRkN 

 
 
 
 

４. 大会・前夜祭受付の流れについて 

６. マスクの着用について  

５. 金谷探検トレジャーライドについて 
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スタートはコース別・自転車の年代別で行います。ご友人やご家族と一緒にスタートしたい場

合、列の変更が可能です。1分ごと 5 名ずつのグループスタートとなります。 
スタート順 
１）明治・大正・昭和（戦前）：全コース 
２）ロングコース：全自転車 
３）ミドルコース：全自転車 
４）ショートコース：全自転車 

 
 
 
 
 
本大会スタート前に車検と服装チェックを行います。お申し込みコースの規定に適合しない自転

車や服装が認められた場合、スタンプカードを没収する可能性がありますのでご注意ください。

大会サイトでルールや参加規定のご確認をお願います（https://www.ferroferro.jp/rules/）。 
車検のチェック項目は次の通りです。 
１）自転車の種類や服装の状態 
２）ブレーキの状態 
３）タイヤと空気圧の状態 
４）ハンドル・ステムの緩み 

 
【自転車に問題が認められた場合】 
・メカニックブースで再度ご確認ください。サービスは有料の場合はあります。 
・車検はあくまでも簡単なチェックです。走行中で起きるアクシデントの責任は自転車のオーナ

ーに属していますので、ご了承をください。 
【服装に問題が認められた場合】 
・大会に合うウエアなどの購入を求められる場合があります。 

 
 
 
 
 
10月 29日（土） 
金谷探検トレジャーライドに参加した方の場合、1,500 円分のクーポン券（500 円分 3 枚）が配

布されます。富津市金谷地区にある３つの施設（ザ・フィッシュ、見波亭と金谷ステーション）

７. スタート方式について  

８. 車検・服装チェックについて  

９. 参加賞の受け取り・解散について  
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にてご利用いただけます。 

 
10月 30日（日） 
ゴール後、大会受付にて認定証及び参加賞引換券をお受け取りください。 
参加賞引換券は、ザ・フィッシュ内にあるスイーツショップ「見波亭」のスタッフに渡し、参加

賞を受け取ってください（金谷探検トレジャーライド参加者を除く）。参加賞引換券は大会当日

のみ有効です。 
解散は、流れ解散方式です。閉会式はありません。 

 
 
 
 
 
スタート会場にメカニックコーナーを設けいます。部品交換や修理が必要な場合、有償となり

ます。部品や対応する工具がない場合もあります。あらかじめご了承ください。 
緊急時の応急処置の際に、自転車に傷、汚れがつく場合があります。あくまでも応急処置です

ので、後日サイクルショップで再点検や部品交換を行うことをおすすめします。 
コース上でのパンクに備えて、ご自身でパンク修理ができるようにしてください。なお、スタ

ート会場にてスペアチューブを販売いたします。 

 
 
 
 
 
本大会では３つのルートを予定しています。コース詳細：https://www.ferroferro.jp/route/ 
１）ショートコース：65km 
２）ミドルコース：100km 
３）ロングコース：120km 
コース上にオレンジ色の矢印が置いてあります。指示に従ってお進みください。道がわからな

い場合、不安になった場合、ロードブックに全コースの QR コードが記載されています。GPS
マップを見ることができます。ご活用ください。 
体調がすぐれない場合、無理をせずにショートカットやコースの変更をしてください。 

 
 
 
 
 
 

１０. メカニックサービスについて  

１１. コース（ルート）について  
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運営上、エイドステーション（AS）に運営時間を設けています。各自でペースを管理してくださ

い。サービス終了後は、お食事などの提供が受けられない場合がありますのでご了承ください

。食事を受ける前に必ずロードブックにスタンプを押してください。指定お申し込みコースの全

スタンプがないと、完走賞を受けることができませんので、ご注意ください。 

 
【エイドステーション運営時間】 
１）大山千枚田 AS（全コース）: 9時 30分〜11時 00分 
２）サザエもなか AS（ロングコースのみ）: 11時 00分〜12時 00分 
３）JR安房鴨川駅 AS（ロング・ミドルコース）: 12時 00分〜14時 00分 
４）カフェグローブ AS（全コース）: 11時 30分〜16時 00分 

 
【エイドステーション住所一覧】 
１）大山千枚田 AS：千葉県鴨川市平塚 540 
２）サザエもなか AS（盛栄堂）: 千葉県南房総馬谷 1984 
３）JR安房鴨川駅 AS:富津市鴨川市横渚 
４）カフェグローブ AS: 千葉県富津市亀田 1237 

 
 
 
 
 

１）お荷物預かりサービス  
大会当日、大会受付にて無料荷物預かりサービスを行っています。参加者お一人様１点までで、

45Lの袋に入る大きさに限ります。自転車やスーツケースのお預けはできません。 
貴重品は各自で保管してください。 

２）温泉割引のご案内 
2022年大会のゼッケンのご提示で金谷にある温泉施設「金泉館（KANAYA STATION）」と「かぢ

や旅館」にて入浴割引サービスが受けられます。入口で2022大会のゼッケンの提示が必要です。 

 
 
 
 
 

１）自転車の規定   
安全に走行できる自転車をご用意ください。ショートコースのみ、カーボンフレームバイクの

１２. エイドステーション運営について 

１３. その他のサービス  

１４. その他の注意事故  
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使用が認められています。サイトでご確認ください。 

https://www.ferroferro.jp/rules/ 
なお、やむ得ない場合（参加バイクの深刻な破損、走行不能など）、規定外の自転車による参加

を認める場合がありますが、大会本部まで必ずご連絡ください。 

２）自転車装備について  
・パンクセット 
コース上にメカニックサポートを設けていませんので、各自でパンクセットをご用意下さい。 
・ライト類 
スタートからすぐにトンネル区間があります。必ず前後ライトまたはリフレクターをご使用

ください。 

３）服装の規定について 
本大会に参加している皆様には、自転車と同じ年代の服装または同じ年代を感じる雰囲気の服

装を着用することで大会の雰囲気を盛り上げます。明治・大正・昭和（戦前）、昭和（戦後）

の自転車の場合、ビンテージファッション、ウールジャージ、ニッカポッカ、ツィード、

1980年代に流行ったジャージなど。1990〜2000年台の自転車の場合、ロードレースの歴代チ

ャンピオンの懐かしいジャージ、または近いものをご着用ください。 
大会会場にてビンテージジャージや大会公式ジャージが多数販売されています。  

４）ヘルメットの着用について 
安全面を考慮し、本大会ではヘルメットやカスクの着用を強く推奨しています。会場にてご購

入いただけます。 

５）自転車の盗難・破損について 
 大会会場で大会参加者以外は多くの自転車ファンが集まります。貴重な自転車に被害はないと

信じていますが、離れる時に施錠に心がけてください。盗難や他者による関係で破損が生じた

際、実行委員会は責任を負いませんので、ご理解ください。 

 
 
 
 
 
自転車が破損し走行が不能となった場合、サポートカーをご利用することができます。サポー

トカーの台数が限られているため、到着まで時間がかかる場合があります。ご了承ください。 
必要な場合、大会本部まで必ずご連絡ください。 

090-9807-0539 
 
 
 
 
 

１５. 自転車が s走行不能になった場合 
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１）大会開催中の怪我 
大会開催中に怪我をした場合、または見かけた場合は、速やかに本部までご連絡をください。

必要な場合、救急車を手配してください。皆様で安全を守りましょう。 

２）大会加入の傷害保険の範囲 
大会開催中の怪我等に関しては、主催者加入の傷害保険の範囲内のみの補償となります。そ

れ以外の補償を希望する方は、事前に各自の責任において保険に加入してください。また、

参加者以外の方は保険の対象になりません。 
ケガをされたら、大会本部まで必ずご連絡ください。 

 
 

090-9807-0539 
 
 
 
 
 
１）地震・風水害・事件・事故・荒天（降雨、強風、雷等）・疫病その他の理由で、コースの変

更や大会を中止・中断する場合があります。その場合の参加料返金の有無、金額等については

その都度主催者が判断し、決定します。 
２）大会中は、スタッフの指示に従って、安全に優先して走行してください。 

 
 
 
 
 
本大会では、大会参加者に対して以下の内容の傷害保険に加入しています。 
【加入保険：Chuub 傷害保険株式会社】 
・死亡、後遺障害 300万円  
・入院（日額）3,000 円 
・通院（日額）2,000 円 
※自転車（フレーム・パーツ）の破損・紛失・盗難等は、保険対象外です。補償内容に不安があ

る方は、各自で保険に加入されるようお願いいたします。 

 
 

１６. 怪我した場合、見かけた場合  

１７. 大会中止・コース変更について  

１８. 傷害保険について  
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大会中の緊急対応はこちらへ 

090-9807-0539 
（大会本部） 

１９. 緊急連絡先  
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□ 参加通知番号（印刷物か携帯の画面でも結構です） 
□ ウエア上・下 
□ シューズ（忘れがちアイテムです） 
□ ヘルメット、カスク 
□ グローブ 
□ アイウェア 
□ 防寒具（ウインドブレーカーなど、防風素材のもの）※ 
□ 保険証（緊急時使用） 
□ ドリンクボトル、ボトルケージ 
□ 自転車本体（車両規定及び参加規定をクリアしたもの） 
□ パンク修理セット（換えチューブ、空気入れなど） 
□ 前後ライトまたリフレクター（トンネル区間で使用） 
□ 自転車用の鍵（盗難にはくれぐれにお気をつけてください） 
□ 携帯電話 
□ 補給食 
（※）スタート地点金谷周辺は、10月末で 10℃前後となり、冷え込む場合があります。 

スタートを待っている間、防寒着をご持参ください。 

 
 
 
 
 
□ ロードブック 
□ ゼッケン 
□ 自転車ナンバー 
□ 身分証明証（緊急時に必要） 
□ 携帯電話 
□ 冒険心と笑顔 

 

事前準備物 

ライド時に必要な物 

みんなでライドを 
お楽しみください 

 


