
ツール・ド・フランスとは？
100年以上にも及ぶ歴史と絶大な人気を誇る『ツール・ド・フランス』。 
サッカーワールドカップ、オリンピックと並ぶ世界三大スポーツイ
ベントの一つとも称されるツール・ド・フランスは、毎年７月に開催
されます。約3600ｋｍ、高低差2000ｍ以上のコースを３週間か
けて走破する世界最大のレースは、フランスを中心とした国々の
ファンたちを熱狂させます。 
この本場のツール・ド・フランスの名を冠し、その雰囲気をそのまま
再現するのが『ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム』です。さい
たま新都心駅周辺を舞台に、７月にフランスでの熱走を戦い抜いた
世界トップ選手と国内主要選手たちが競争する夢の舞台となります。

クリテリウムとは？
市街地などに距離の短い周回コースを設定し、それを何周もする形
式の自転車ロードレース。周回レースなのでハイスピードで疾駆する
シーンを何度も見られることが魅力です。直線路でのスピード、コー
ナーで見せるテクニックと加速力、最後のゴールに備えた位置取りの
ための接近戦、ゴールスプリントの迫力などを間近で体験してください。

EVENT 同日開催イベント

さいたま新都心駅の東側で開催されるのは『サイクルフェスタ』。スポン
サー企業・自転車関連企業のブース出展のほか、ステージイベントや、
クリテリウムレースのパブリックビューイングが行われます。

サイクルフェスタ
日　程 2014年10月25日（土）10：00～17：00
会　場 三菱マテリアル(株)さいたま総合事務所敷地内

飲食キッチンカーや、オフィシャルグッズ売店が出店します。また、クリテ
リウムメインレースのパブリックビューイングがお楽しみいただけます。

ファンパーク
日　程 2014年10月25日（土）10：00～17：30
会　場 せせらぎ通り

さいたま新都心駅に隣接するけやき広場では、協賛スポンサーのブース
や、地元さいたま市やフランスの地域産品が展示・販売される『さいたま
るしぇ』が開催されます。さいたま市内にある「食」をテーマにしたB級グ
ルメ、推奨土産品、スイーツ等や、フランス産の食材を使った飲食物をお
楽しみください。

さいたまるしぇ
日　程 2014年10月25日（土）10：00～17：30
会　場 けやきひろば 2階

このイベントは、開催に要する経費としてさいたま市から３億３千万円が交付されています。
問い合わせ先 : さいたまクリテリウム実行委員会事務局（さいたま市スポーツイベント室内）　TEL : ０４８-８２９-１７３０　E-mail : sports-event@city.saitama.lg.jp　

www.saitama-criterium.jp

マイヨベール（ポイント賞）

フランス語で『緑色のジャージ』
という意味。コース途中のスプリ
ント地点とゴールの着順で得点
が与えられ、その累計で争う。

マイヨブラン（新人賞）

マイヨジョーヌ
（個人総合時間賞）

フランス語で『黄色いジャージ』
という意味。総合1位の選手が着
用する。最終日のパリでこれを着
た選手が総合優勝者となる。

マイヨブラン・アポワルージュ
（山岳賞）

フランス語で『白地に赤豆の入っ
たジャージ』という意味。峠の頂
上通過順位によって規定の得点
が与えられ、その累計で争う。

MAILLOT
JAUNE

MAILLOT BLANC
A POIS ROUGES

MAILLOT
VERT

MAILLOT
BLANC

フランス語で『白いジャージ』と
いう意味。25歳以下の選手を対
象として、総合成績でトップの選
手が着る純白のジャージ。

TV放送：テレビ東京系列（6局ネット）10.25（土）16：00～17：15  J SPORTS+J:COM 10.25（土）14：30～17：30
10.25 (SAT) さいたま新都心駅周辺 10：00～17：00

協賛 : 

名　称 ２０１４ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム Presented by ベルーナ
 （２０１４ Le Tour de France SAITAMA Criterium Presented by Belluna）
主　催　 さいたま市
共　催　 埼玉県、さいたまスポーツコミッション、（公社）さいたま観光国際協会、
 Ａ．Ｓ．Ｏ．（Amaury Sport Organisation）
主　管　 さいたまクリテリウム実行委員会
競技主管　 公益財団法人日本自転車競技連盟
後　援　 在日フランス大使館、観光庁、
 一般社団法人日本スポーツツーリズム推進機構、テレビ東京
オフィシャルメディアパートナー 朝日新聞社、読売新聞東京本社
オフィシャルエアライン　 全日本空輸株式会社（ANA）
日　程 平成２６年１０月２５日（土） 10:00～17:00
会　場 さいたま新都心駅周辺 
放送予定　 テレビ東京系列（6局ネット）１０月２５日（土） 16：00～17：15
 J SPORTS+J:COM　１０月２５日（土）14：30～17：30

大会概要RACE INFORMATION

WHAT'S THIS?

TRIVIA ユニホームの豆知識
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観覧エリアについてVIEWING SPOTS

タイムスケジュールTIME SCHEDULE

パブリックビューイングが設置され、大型ビジョンにてレース展開を
ご覧いただきながら観戦いただけます。

アリーナ前西口大通り交差点付近

観覧にあたっての注意事項

1

片側車線を広く使った観覧エリアになります。ツール・ド・フランス名
物フラムルージュ（残り１kmアーチ）が目印です。

病院建設工事現場前3

北与野駅から最も近い観覧エリアになります。観覧エリア幅は狭い
ので、歩道上にはみ出さないようご注意ください。

シティテラス前5

・アリーナ前西口大通り交差点
・ファンパーク（せせらぎ通り）※
・サイクルフェスタ※

・さいたま新都心駅東口 
  カタクラウッディ―広場 / コクーンプラザ※

パブリックビューイングポイント

さいたま新都心駅東側の折り返し観覧ポイントです。

コクーン新都心前2

片側車線を広く使った観覧エリアになります。せせらぎ通りのパブリッ
クビューイングポイントから近く、レース展開が一緒に楽しめます。

ブリランテ武蔵野前4

ラスト600mの直線ポイントになります。選手のスプリント勝負がご
覧いただけます。

ふじ通り6

11:20～
11:30～12:00
12:00～12:45
13:00～13:35
13:45～14:20
15:00～16:20
16:30～16:45

スケジュール
オープニングセレモニー（開会式）
一般体験走行（※1）
選手紹介・オープニング走行（※2）
ポイントレース 1
ポイントレース 2
クリテリウムメインレース
表彰式

Opening Ceremony

Ride Open to the Public

Rider Introductions / Opening Ride

Points-race 1

Points-race 2

The Main Criterium Race

Commendation Ceremony

内容

(※1)事前募集当選者及び、オフィシャルサポーターズプラチナ会員の方のみの参加となります。(※2)選手紹介後に選手・来賓/協賛者などが参加する走行です。 ※予告なく変更する場合があります。

レースは車道上に設けられた、観覧エリアにて観覧下さい。
歩道は歩行者用の通行路となりますので、立ち止まっての観覧は禁止させていただきます。
さいたまスーパーアリーナ1Ｆ外周歩道、テレビ中継機材エリア周辺、
東西横断地下通路は観覧禁止エリアとなります。（左図赤帯部分参照）
東西横断地下通路はレース中通行禁止となります。
観覧エリアの混雑状況に応じて、観覧場所をご移動いただく場合がございます。
係員の指示に従い、観覧下さい。
さいたまスーパーアリーナコミュニティアリーナ内は、招待券をお持ちの方のみの入場と
なります。
観覧エリアの事前場所取り等は禁止させていただきます。
観覧エリアの開放は、10/25(土)10:00～を予定しております。
階段での観覧、フェンスや建造物に登っての観覧は危険が伴いますので禁止させていた
だきます。
脚立や台座等を利用しての観覧は禁止させていただきます。
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会場マップ／交通規制図MAP (規制時間 8:30～18:30)

!

コース周辺の以下の場所にて、レース中継をご覧いただけます。

※印は15:00～のクリテリウムメインレースのみの放映

Départ /Arrivée
スタート／フィニッシュ

招待券
観覧エリア

Saitama
Super Arena

Saitama
Super Arena

Saitama
Shintoshin

Saitama
Shintoshin

SaitamarchéSaitamarché

Cocoon
Shintoshin

Cocoon
Shintoshin

さいたまるしぇ

Fun ParkFun Park
ファンパーク

KitayonoKitayono
北与野駅

Cycle FestaCycle Festa
サイクルフェスタ

さいたまスーパーアリーナ

さいたま新都心

コクーン新都心

※歩道は、立ち止まっての観覧は禁止となります。
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レース中
通行禁止

!

!

飲食売店

トイレ

救護所

オフィシャルグッズ
※クレジットカード使用可能

オフィシャルグッズ

喫煙所

観覧禁止エリア

競技コース

車両通行止め

住民・企業・関係車両のみ通行可

タクシー乗り場 /閉鎖

バス乗り場 /閉鎖

高速出入り口封鎖

パブリックビューイングPV

インフォメーション

駐輪場

車いす観覧場所

観覧エリア

観覧エリア導線
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