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理 書

2017 サイクリングフェスティバル in 小山

第 14 回 富士山国際ヒルクライム
2017 年 6 月 5 日
今大会の総参加人数は 256 名です。
この度は「第 14 回富士山国際ヒルクライム」に参加申し込み頂き誠にありがとうございます。貴方の申込みクラスは
『受理ハガキ』の宛名シールに記載されておりますのでお確かめ下さい。また、内容に相違ある場合は⾄急事務局までご
連絡下さい。大会を参加者の皆様のマナー遵守により、無事故で終了したいと思いますので、ご協⼒いただきますようお
願い申し上げます。
１．参加受付について
大会に参加される方は、下記の受付時間内に受け付けを済ませて下さい。その際、別途送付の『受理書ハガキ』と『検⾞
証』を持参して下さい。＜『検⾞証』と引き替えにゼッケン等をお渡しします。記載されている受付 No が必

要です＞
受付時間内に受け付けされない方は、出走できません。また、スタート時間に遅れた選手も出走できません。
２．スケジュールについて
６月２４日（土）
■受付

１３︓００〜１６︓００

自衛隊富士学校総合グラウンド受付テント

■試走

前日の試走は可能ですが、交通規制はされておりませんので十分にご注意ください。

６月２５日（日）
■受付

６︓３０〜８︓００

自衛隊富士学校総合グラウンド受付テント

■荷物預かり

７︓００〜８︓００

自衛隊富士学校総合グラウンド/荷物預かりバス

■試走/ｽﾀｰﾄ前ｱｯﾌﾟ

７︓００〜８︓００

スタートラインより上４００mの区間

■競技説明

８︓２５〜８︓２８

スタート地点（あざみライン上）

■競技スタート
第１スタート

８︓３０

E1（JBCF）

第２スタート

８︓３２

F （JBCF）

第３スタート

８︓３４

E2（JBCF）

第４スタート

８︓３６

E3（JBCF）

第５スタート

８︓３８

エキスパート １１名

第６スタート

８︓４０

男子Ａ、男子Ｂ、男子Ｈ、フェミニン、ＭＴＢクラス

第７スタート

８︓４２

男子Ｃ、男子Ｄ

第８スタート

８︓４４

男子Ｅ

第９スタート

８︓４６

男子Ｆ、男子Ｇ

６９名

５０名

４０名
８５名

■競技終了

１０︓３０

（ゴール地点制限時間）

■表彰式

１２︓３０〜

（全クラス）

自衛隊富士学校総合グラウンド特設ステージ

【受付時に受け取るもの】
①計測タグ１個

②ボディゼッケン(２枚)

③荷札

※計測タグは競技終了後返却して下さい。返却は自衛隊富士学校総合グラウンド受付テントにて⾏います
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3．参加クラスについて
クラスは自己申告制です。当日のクラスの変更はできません。
原則としてＪＣＦ登録者はエキスパートクラスとします。年齢は大会当日で判定して下さい。
4．参加上の注意
①競技規則は（財）日本自転⾞競技連盟 競技規則、ロードレースの部を準用いたします。
②メカトラブルによる事故等の防⽌の為、事前検⾞を実施しております。検⾞証明書を大会 HP（http://japan-fc.jp/）
からダウンロードし、受付にてご提出ください。
③⾞両基準
【ＲＯＡＤ】フリーホイール式で前後ブレーキを装着した⾞輪径 26 インチ以上の⾞両(中学⽣以下は⾞輪制限無し)
※クロスバイクに類する⾞両は【ＲＯＡＤ】となります。
【ＭＴＢ】フリーホイール式で前後ブレーキを装着したタイヤ幅 1.5 インチ（38mm）以上のフラットハンドルの⾞両
■その他
・ランプ、ミラー、スタンド、泥除けなど競技に不要なパーツは危険ですので外して下さい。
・ブレーキは最低２つ以上ついていること。
・ハンドルバーの先はキャップされていて尖っていないこと。
・ＤＨ、スピナッチタイプバーなどのハンドルバーの使用は認めます。
・検⾞は⾏いませんが、競技役員が危険とみなした場合は出走出来ません。特にチューブラータイヤのリムセメント
はしっかりと装着を確認して下さい。
△︕自己責任において必ず整備して下さい︕△
△︕⾞両規格に違反していた場合は失格とします。電動アシスト⾞は参加できません︕△
△︕出走時に競技委員が危険とみなした選手、⾞両は出走できません︕△
【ピストバイク、シングルスピードバイクの⾞両規定について】
ギヤが固定式、前後のブレーキが取り付いていない⾞両は参加できませんのでご注意ください
④１８才未満の出場者は、保護者の同意を必要とします。
⑤代理出走は禁⽌します。
⑥競技、試走には必ずヘルメットを着用して下さい。（JCF 公認ヘルメット又は同等の物を使用して下さい）
⑦レース中の事故による負傷などについての応急処置は主催者側で⾏いますが、その後の処置は参加者の負担とします。
（健康保険証を持参して下さい）また、参加者全員に傷害保険を掛けております。（治療費は自己負担。死亡・⾼度障
害状態︓358 万円、通院１日 2700 円、入院 1 日 4500 円）※傷害保険を申請する場合はメールにてご一報ください。
（info@japan-fc.jp）従ってこの傷害保険⾦額以上の補償には応じられませんので、不⾜の方は各自で別途対応して下さい。
※レースコース以外の場所での事故に対しては、保険が適用されませんので予めご了承ください。

⑧大会スケジュールは予定です。変更することがありますので場内アナウンス及びインフォメーションボードを必ず確認下さい。
⑨コース（ふじあざみライン）の交通規制は大会当日の 7:00〜13:00 となります。コース以外は交通規制されませんの
で通⾏には十分ご注意ください。
⑩コース沿道には駐⾞スペースはございませんので、応援や観戦の方はスタート地点及びゴール地点でお願いいたしま
す。また、シャトルバスなどの用意はございません。
※ゴール地点の山⼩屋は大会当日営業いたしますので、是非ご利用下さい。
5．荷物の搬送について
希望者はゴール地点へ荷物を搬送いたします。ゼッケンに同封してある荷札を荷物に取り付け、大会当日 7:00〜8:00
の間、自衛隊富士学校総合グラウンドにてお預けください。また、リタイヤ選手及び関門所でタイムアウトとなった選手
の荷物は下山後受付テントにて返却いたします。
下山用のホイールのご用意を推奨します。預ける際には受付で荷札を必要分受け取り、ホイールに取り付けて荷物預かり
バスにお預けください。下山後の荷物の受け渡しは受付テントで⾏います。

- 2 -

6．競技方法
①グループ別に順次スタートし、着順により順位を決定します。スタートの並び順は早い者順とします
②コースはふじあざみライン 400m 地点〜11.8km 地点までの標⾼差 1200m の登路となります。
③全クラス走⾏距離は同一（11.4km）です。競技中の走⾏は原則左側通⾏とします。
④制限時間を過ぎた選手は失格となります。その際役員の指示に従ってください。
■第 1 関門所（5.6km 地点 馬返し）

9:30

■第 2 関門所（7.6km 地点 狩休）

10:00

■ゴール地点（11.4km 地点 新五合目）

10:30

⑤下山方法は原則として自走にてコースを逆走する形で⾏います。下山開始は全選手ゴール後となりますので、役員の指
示があるまで待機願います。※単独での下山は禁止です。
■その他
△︕故障、リタイヤの場合でもコースの逆走はできません。スタッフの指示に従って下さい︕△
△︕途中棄権する場合は、付近の競技役員に知らせるか、受付まで申告して下さい︕△
△︕計測タグの返却を忘れずにお願いします︕△
サイクルスタンド、メカニック工具などは持参して下さい。
※ゴール地点の山⼩屋は大会当日営業いたしますので、是非ご利用ください。
7．ゼッケン装着について
参加者は別図（機材・装備の装着）のように前フォークに計測タグを取り付け、ボディゼッケンをウェアに貼り付けて
下さい。※計測タグは競技終了後にゴール地点の役員、または受付へ返却して下さい。返却されなかった場合は 5000
円を請求させていただきます。
正しく装着されませんと記録が出ませんのでご注意下さい。又、計測はセンサーで⾏います。計測ラインを通過しない
とカウントできません。
※計測タグを持ち帰ってしまった場合は事務局まで郵送願います。
■送付先︓〒270-1101 千葉県我孫子市布佐 3265-59 TEL︓04-7189-0100
■連絡先︓race@jbcf.or.jp

※注意※
サイク ルメ ーター 等と
は反対のフロントフォー
クに装着願います。
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8．開催会場、及び受付場所について
下記アクセスマップをご覧下さい。
●大会会場︓富士五湖道路須走ＩＣ付近「自衛隊富士学校総合グラウンド」(静岡県駿東郡⼩山町)
●受付場所︓同上
【アクセスマップ】

9．宿泊について
宿泊を希望される方は、直接下記までお問い合わせください。
●旅館扇屋・・・

http://www.ougiya.net 0550-75-2345

●旅館江⼾屋・・・

http://www4.ocn.ne.jp/~edoya/ 0550-75-3600

●こざる旅館・・・

0550-75-2018

●大申学旅館・・・

http://www.daishingaku.com

●ホテル米山館・・・ http://yoneyamakan.jp

0550-75-2224

●旅館比富美荘・・・ http://www.hifumisou.com
●旅館みゆき・・・

0550-75-2234

0550-75-2341

0550-75-2022

10．駐⾞場について
第１(自衛隊富士学校総合グラウンド)、第２(五合目駐⾞場)の２ヵ所となります。決められた場所以外には駐⾞しないこ
と。誘導員の指示に従うこと。特にスタート地点は道幅も狭く駐⾞スペースは全く有りません。前日から駐⾞される方は
第１〜第２駐⾞場をご利用下さい。※別紙参照
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11．表彰について
当日の表彰は、カテゴリー別（１位〜６位）で⾏います。但し申込人数が 10 人に満たないカテゴリーでは「１位〜３位」、
5 人に満たないカテゴリーでは「1 位のみ」を表彰いたします。
表彰場所は、自衛隊富士学校総合グラウンド特設ステージとなります。また、表彰式は全選手下山後に開始となります。
12．リザルトについて
大会当日はゴール地点の山⼩屋及び、受付テントそばのインフォメーションボードに貼り出します。大会終了後に成績表
（リザルト）を大会ホームページ（http://japan-fc.jp/）にて掲載いたします。尚､掲載開始までは１週間程お時間がか
かる場合がございます。

受理ハガキが届かない場合は、大会HP（http://www.japan-fc.jp/）でエントリーリストの『No』と『氏名』をご確認していただ
き、受付にてお申し出頂ければ、受付可能となります。
大会終了後に計測タグを持ち帰ってしまった場合は、下記事務局までご郵送願います。

■大会中止の際の連絡について
豪⾬など天候によりコースが走⾏不能となった場合、大会を中⽌させて頂くこととなります。
大会 HP のトップページにて、大会中⽌か実施かの状況判断を発表しております。
大会前日の 17︓00 までに実施と発表されていた場合は、大会が実施される⾒込みとなります。
また、大会前日までに中⽌と判断した場合は、ホームページ、お電話、メールなどにてご連絡させて頂きます。連絡の無い場合は実
施される⾒込みとなります。

★現在、大会 HP にてエントリーリストを公開しておりますので、是非ご覧下さい。

『受理ハガキ』の内容が申し込みと異なる場合は、⾄急下記事務局までご連絡下さい。
その他ご不明な点がございましたら、下記事務局までご連絡下さい。
※当事務局は大会準備のため 6 月 23 日（⾦）までの営業となります。これ以降のお問い合わせは、事務局の携帯電話ま
でご連絡ください。

★大会事務局★
JBCF 事務局事業部
〒270-1011 千葉県我孫子市布佐 3265-59
Mail race@jbcf.or.jp
大会期間中（携帯電話）080-6529-2676 まで
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