
～すべての参加者の安全と笑顔のために～

ヒルクライムチャレンジシリーズ 高梁吹屋ふるさと村大会

競技規定・注意事項

当大会に出場する選手は必ずお読みください。
参加選手はこの「競技規定・注意事項」を理解、同意した上でご参加ください。

ヒルクライムチャレンジシリーズ高梁吹屋ふるさと村大会実行委員会



新型コロナウイルス感染症防止対策へのお願い

当大会は参加される選手の皆様、応援、見学者の皆様、大会運営に携わるすべての関係者の安全を
最優先に開催致します。緊急事態宣言など今後の感染状況や政府、自治体から発令される指示、要請に
よっては中止判断を行う場合があることをあらかじめご了承ください。

参加される選手は各自が責任をもって、手洗い（手指消毒）、うがい、咳エチケット（走行中以外のマスク
の着用）の徹底、密閉・密集空間、近距離での会話を避けるなど、新型コロナウイルス感染症防止対策を
徹底していただくようお願いします。

①大会１週間前からの体調チェック
事務局が配布する「体調管理等チェックシート」を使用し、大会１週間前からの体調管理に努めてくだ
さい。「体調管理等チェックシート」は前日受付での提出を義務付けます。

②大会当日朝の自己チェック
ご自身で検温及び体調の確認をお願いします。体温が 37.5 度を超える場合は大会への参加を見送っ
てください。37.5 度を超えない場合でも、のどの痛みや倦怠感、風邪のような症状のあるなど、いつも
と違う体調を感じた方は参加を見送ってください。

③会場入場チェックについて
大会当日は、会場入場チェック（検温・消毒）を受けていただきます。この時、37.5度以上の発熱がある
場合、参加できません。

④マスクの着用について
マスクは必ず携行し、走行中（パレード、レース及び下山時）以外は常時マスクの着用をお願いします。
（開会式、表彰式、スタート待機時やゴール後の荷物受取時等）
万が一、マスクを紛失された場合などは速やかに近くの係員にお申し出ください。

⑤大声での会話や密の回避
どんな時もソーシャルディスタンスを保ち、大きな声を出しての会話などはおやめください。

⑥こまめな手洗い（手指消毒）、うがい
会場各所に消毒液を配置していますので、こまめな手洗い、うがいを心掛けてください。

⑦報告のお願い
万が一、大会終了後2週間以内に感染が確認された場合は実行委員会事務局に報告をお願いします。

選手の皆様は以上の点を厳守していただき、大会に関わるすべての方にとって安全安心な大会となるよ
う、ご理解とご協力をお願いします。

※新型コロナウィルス感染症対策



◆大会名 『ヒルクライムチャレンジシリーズ2022 第10回高梁吹屋ふるさと村大会』
supported by ハレいろ・サイクリング OKAYAMA

◆開催日
前日受付 ： 2022年10月1日（土） 競技大会 ： 10月2日（日）

◆エントリー期間 ： 2022年5月17日（火）～ 8月26日（金）

◆距離
パレードラン11.5ｋｍ 計測区間 フルコース 15km ショートコース10km

※標高差398m（フルコース 計測区間）

◆開催場所（メイン会場）
岡山県高梁市間之町1 株式会社山陽オカムラグラウンド

◆主 催
ヒルクライムチャレンジシリーズ高梁吹屋ふるさと村大会実行委員会

大会概要

大会メイン会場
（受付場所）
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大会スケジュール及び注意事項等

時間 内容等 注 意 事 項 等

8：30
～

駐車場の開門

・駐車場所は、事前案内でお知らせします。
・駐車場内の事故、盗難等については主催者は一切の責任を負いません。

12：00
～

17：00
受付

【受付会場】
・受付は、メイン会場内（山陽オカムラグラウンド（高梁市間之町１））にて行います。
※(株)山陽オカムラは就業中ですので、正面出入口から進入はできません。グラウンド南側フェンスか
らお入りください。

【提出書類】 受付確認兼車検自己申告書／体調管理等チェックシート

時間 内容等 注 意 事 項 等

5：30～
7：00

選手駐車場
開門

・駐車場内の事故、盗難等については主催者は一切の責任を負いません。

5：45～
6：30

当日受付
・受付は、メイン会場内（山陽オカムラグラウンド）にて行います。なお、当日受付は、大会の進行上、事前
に申請をいただいた方のみ（先着150名限定）とさせていただきます。

6：00～
6：45

・手荷物預かり
・ｼﾞｭﾆｱ自転車
預かり
・応援バス受付

・手荷物の預かり等は、メイン会場内（山陽オカムラグラウンド）にて行います。荷札は、前日、当日受付に
て配布されますので、あらかじめご用意ください。
・ショートコースに参加される小学生は、計測コースのスタート地点まで送迎を行います。希望者は、所定
の場所で自転車を預けてください。定員は30名。エントリー時にお申し込みください。

7：00～
7：15

開会式
・開会式は、メイン会場（山陽オカムラグラウンド）にて行います。競技ルールの説明等がありますので、必
ずご出席ください。開会式終了後は、パレードランがスタートとなりますので、自転車を持ち込みください。

7:15～
パレードラン
スタート

・クラスごとにスタートします。クラスごとにサポートライダーが付きますので、指示に従い、並走や無理な追
い越しはしないでください。
・一部区間を除きパレードコースは交通規制をしておりません。交通法規を遵守し安全に走行してください。
・ショートコースに参加される小学生は、計測スタート地点まで送迎を行います。（事前の予約が必要）

7：25～ 応援バス出発

・メイン会場（山陽オカムラグラウンド）のバス発着場を出発し、ゴール地点（宇治・吹屋）に向かいます。選
手下山後に、メイン会場へ帰る予定です。なお、応援バスの定員は50名です。（先着順／往復1,000円
片道のみの乗車の場合でも1,000円となります。）
※計測コース内は交通規制をしておりますので、自家用車でゴール地点まで移動する場合は、迂回路を通
行してください。

時間 内容等 注 意 事 項 等

8：00～
8：40

計測スタート

スタート地点
（高倉荘横）

・チャンピオンクラスからクラス順にスタートします。ネットタイムシステムを採用しておりますので、トイレ等で
スタートに遅れそうになっても慌てず、係員の指示に従いスタートしてください。
・ご自分のクラスより前にスタートすることはできません。そのような行為を見かけた場合は、失格の対象と
なることがあります。
・制限時間にチェックポイントを通過できなかった場合は、タイムアウトとなり最後尾の救護車にご乗車いた
だきます。※チェックポイント及び時間 ： フルとショートの分岐点／制限時間 午前9時30分

10：10～ 選手下山

・チャンピオンクラスからクラス順に下山を開始します。なお、ショートコースに参加の選手は、フルコースの
選手が分岐点を通過した後（10時50分頃予定）に下山を開始します。
・クラスごとにサポートライダーが付きますので、指示に従い交通法規を遵守し下山してください。なお、単独
での下山は行わないでください。指定コース外を走行中の事故等につきましては、事務局は一切責任を負
いません。
・疲労が激しく、自力での下山が困難な場合は、救護車で下山することができます。競技終了後、お近くの
係員へ申し出てください。

11：00～ 完走証発行

・完走者全員に各自のスマートフォン、パソコン等でダウンロードできるデジタル完走証を発行いたします。リ
ザルトはメイン会場内に掲示している専用QRコードから確認できます。
※例年のような紙媒体での完走証発行、リザルト掲示はありません。
・各クラス３位まで、総合男子10位まで、総合女子３位までの方は、表彰式を行いますので、リザルトでお名
前を確認後、会場内での待機をお願いします。

11:30～ 表彰式・閉会式
・メイン会場（山陽オカムラグラウンド）にて行います。なお、レース状況等により時間に変更のある場合が
ございますので、ご了承ください。

10月1日（土） 大会前日 受付日

10月2日（日） 大会当日
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◆エントリー期間 ： 2022年5月17日（火）～ 8月26日（金）
◆エントリー方法

①指定エントリーサイト申し込み（大会ＨＰよりリンク）

②ファックス申し込み ファックス番号0120－37－8434

・大会ＨＰより専用用紙をプリントアウトし、必要事項を記入して送信してください。
・大会チラシ裏面の専用用紙に必要事項を記入して送信してください。

③大会公式サポート店申込み （締切2022年8月12日(金)）
・公式サポート店申込み専用ページからお申し込みください。
（大会ＨＰ http://hill-takahashi.jp )

◆締切について◆
エントリー期間内であっても、フルコース1,000名、ショートコース100名にそれぞれ到達した時点で受付
終了となります。早めのお申し込みをお勧めいたします。

◆参加案内書類の送付◆
エントリー完了後、大会事務局より参加案内書類一式が郵送されます。
大会日まで大切に保管してください。

競技参加資格

＜競技参加資格＞

■健康で大会が定めるコース（パレードランを含む）を制限時間内に完走できる自信のある方

■当大会実行委員会の定めた「受付確認兼車検自己申告書」を提出した方

■「競技規定・注意事項」（本紙）の記載内容について理解し、同意された方

エントリー
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エントリー誓約事項

◆参加誓約事項◆ ※エントリーの際に下記誓約内容に同意していただきます。

私は、ヒルクライムチャレンジシリーズ2022高梁吹屋ふるさと村大会（以下大会と略す）への参加にあ
たり、以下の事項のすべてを了承し、ここに誓約します。

【誓約事項】
1 主催者に提出した本大会への応募書類の記載事項は、すべて真正であること。
2 主催者が定めたすべての規約、規則、指示に従うこと。
3 本大会参加に際してトレーニングも十分で、かつ本大会への参加日における健康状態も良好であ
ること。

4 本大会または付帯行事への参加中に負傷または死亡事故が発生した場合、私自身または私の
家族もしくは親権者等の関係者は、大会開催傷害保険による保険給付のほかは、主催者または
本大会関係者に対し一切の補償請求をしないこと。

5 本大会または付帯行事への参加中に傷病が発生した場合における主催者の応急手当を受けた
ときは、その方法、経過等について、主催者への責任を問わないこと。

6 本大会または付帯行事への参加中における個人の所持品の管理は、自己の責任で行うこと。
7 本大会において撮影された写真や映像等を、主催者または主催者が指定する者がテレビ放送や
インターネット等で使用（営利目的での使用を含む）すること。

8 受付日を含む本大会開催期間中の喫煙は、主催者が定めた場所で行うこと。
9 酒気を帯びて本大会または付帯行事への参加をしないこと。

10 主催者に支払った参加料の返還を請求しないこと。

※（参加者が18歳未満の場合は、親権者の同意が必要です。）

◆個人情報の取扱いについて◆

主催者は、本大会で得た個人情報を、本大会運営および主催者が開催する本大会に関連するサイクル
スポーツのイベント情報発送のためにのみ使用し、個人情報の保護を徹底します。

◆映像の撮影について◆

主催者は、大会の記録用及び競技の判定、検証等に使用する目的で、スタート及びゴール地点にて、
ビデオカメラによる撮影を行っています。
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◆チャンピオンクラスについて◆
チャンピオンクラスは、当大会の最高峰のクラスと位置づけており、15歳以上であれば男女問わずエント
リーが可能です。ただし、試走や過去の大会などで28分程度でゴールできる方が対象となります。

◆年齢及び性別によるクラス分け（チャンピオンクラス以外）◆
当大会では年齢、性別によるクラス分けを行っています。
年齢については、大会当日の実年齢でエントリーを行ってください。

◆ショートコース ジュニア（小学3・4年生）クラスについて◆
安全面の配慮から、ショートコース ジュニア（小学3・4年生）クラスには、必ず18歳以上の伴走者が必要
になります。伴走者も安全管理、保険加入等の理由により申し込みが必要となります。
※伴走者のタイム計測は行いません。

◆タンデム自転車（二人乗り）

ショートコースの参加になります。タンデム走行に慣れた方のペアで参加してください。視覚障碍者の方は
伴走者とのペアで参加ができます。その場合の伴走者の参加費は免除されます。

◆チームエントリーについて◆
個人エントリーをした上で、更にチームとしてエントリーすることが可能です。（追加料金一人500円）

チームエントリーのクラス及びチームの人数等については次の通りとします。ただし、伴走者は人数に含
まれません。

・一般（フルコース） 1チーム3名
・男女ペア（フルコース） 1チーム2名 （男女各1名）
・ファミリー（フルコース） 1チーム3名 （1名もしくは2名は中学生以下を含む）
・ファミリー（ショートコース） 1チーム3名 （1名もしくは2名は中学生以下を含む）

※注意

〇上記１チームの人数に満たない場合、チームエントリーは認められません。また、チームエントリー後の
メンバー変更もできませんので、出場者でよくご確認の上、チームエントリーを行ってください。
なお、チームエントリーが認められなかった場合のエントリー料金（追加料金一人500円）は一切返還致し
ません。
〇一人の選手が複数のチームにエントリーすることはできません。

〇エントリー終了時にチーム全員のエントリーが完了していない場合は、チームとして成立していないもの
とし、チーム競技の対象外とします。

エントリー上の注意事項
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◆自転車の違いによる区分◆
当大会では、使用する自転車により区分しています。それぞれの基準は下記の通りとします。

＜MTBについて＞

「タイヤ幅1.9インチ以上の車両」という区分以外に、明確な条件規定は設けておりませんが、お使いの自

転車のタイヤがトレッド付のブロックタイヤであれば、走行時の転がり抵抗が高くなり、スピードとしては通
常のロードレーサーよりも不利となりますので、MTB区分でのご参加をお勧めいたします。 また、溝の無

いスリックタイヤか、それに近い仕様のタイヤを使用されており、自転車もより高速性能の高いクロスバイ
クタイプである場合は、逆に通常のMTBよりも有利となりますのでロードレーサー区分でお申込みください。

＜クロスバイクの使用について＞

ロードレーサー区分のクラスにエントリーしてください。

＜シティサイクル（いわゆるママチャリ）の使用について＞

ロードレーサー区分のクラスにエントリーしてください。

＜ミニベロの使用について＞

ロードレーサー区分のクラスにエントリーしてください。

＜タンデム自転車（２人乗り）の使用について＞

ショートコースのみ参加可能です。タンデム自転車の運転に慣れているペアで、タンデム区分のクラスに
エントリーしてください。

エントリー上の注意事項
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大会の中止について

◆大会の中止について◆
大雨や強風、各種警報の発令など、主催者が危険と判断する気象条件等生じた場合、もしくは予想さ
れる場合、選手の安全を第一に考え、大会を中止する場合があります。
主催者からの発表に注意してください。

◆中止の発表◆
中止の場合のみ、大会当日のAM5：30までに、大会ＨＰに発表いたします。
大会ＨＰ http://hill-takahashi.jp/

◆エントリー料金について◆
中止の場合でも、エントリー料金等は一切返還致しません。
ただし、新型コロナウィルスの影響等により大会が中止となった場合に限り、中止決定時期に応じた参
加料（手数料は除く）の取り扱いを以下のようにさせて頂きます。

・8月26日（金）までに中止決定 全額返金（参加賞の発送はありません）
・9月8日（木）までに中止決定 50％返金（参加賞を発送させて頂きます）
・9月9日（金）以降に中止決定 返金なし（参加賞を発送させて頂きます）
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受付

◆受付の流れと注意事項◆
エントリー終了後、大会事務局より「受付確認兼車検自己申告書」が郵送されます。
その用紙に必要事項を記入し、署名、捺印の上、指定の受付場所に受付時間内に提出をしてください。
「受付確認兼車検自己申告書」の提出と引き換えにゼッケン、計測チップ等をお渡しします。大会前日
の受付につきましては、ご本人でなくても代理の方でも構いません。
「受付確認兼車検自己申告書」の未提出及び不備がある場合は、競技に参加することができませんの
でご注意ください。その場合のエントリー料等は一切返金致しません。
また、受付後にエントリー内容（区分、クラス等）の変更はできません。ただし、氏名の誤りについては
対応いたします。エントリー情報に虚偽が発覚した場合は失格となります。代理出走は認められませ
ん。

◆受付時間◆
2022年10月1日（土） 12時～17時（予定）

◆受付場所◆
住所：岡山県高梁市間之町１ 山陽オカムラグラウンド（大会メイン会場）

※当日受付について

やむを得ない理由にて、前日受付ができない方向けに、当日受付制度があります。
当日受付には、必ず事前の申し込みが必要になります。
また、当日受付は大会運営に支障が出ない範囲でしか行いませんので、先着順で150名限定となります。

＜当日受付申し込み＞

大会の約1ヶ月前にホームページ上に「当日受付申込フォーム」をアップする予定です。そちらから申請
してください。電話等による対応は行いません。
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当大会の使用可能自転車及び付属品等については、安全性を第一に考え、下記の通りとします。
大会当日、使用不可と記したものがある場合、出走できない場合がありますのでご注意ください。

＜自転車の種類について＞
◆使用可能自転車◆
○ロードレーサー
○クロスバイク
○マウンテンバイク
○シティサイクル（通称ママチャリ）
○ミニベロ
○タンデム自転車（ショートコースのみ参加可能）

◆使用不可自転車◆ ※出走できません。
×リカンベント
×電動アシスト自転車
×ピストバイク（ブレーキの無い自転車）

＜ハンドルの形状について＞
◆使用可能ハンドル◆
○ドロップハンドル
○フラットハンドル（バーエンド15ｃｍ以下）
○ライザーバー（バーエンド15ｃｍ以下）

◆使用不可ハンドル◆ ※出走できません。
×ブルホーンハンドル
×DHハンドル
×スピナッチタイプバー
×クリップオンタイプ
×エンドバー

＜付属品等について＞
◆使用可能◆
○ボトルホルダー
○サドルバック
○携帯ポンプ（空気入れ）
○サイクルコンピューター
○携帯用バック

◆使用不可◆
×ミラー
×カスク（ヘルメットの代わりとして使用することはできません）
×その他、安全走行の妨げになると判断されるものの装着は認められません。

競技（使用自転車規定）
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競技（着用義務・事前準備等）

◆着用義務◆
＜ヘルメット＞
自転車用でＳＧマーク・ＪＣＦ認定製品または同等品のもの（ヒビやキズがある場合は使用できませ
ん。）
＜グローブ（手袋）＞
自転車用グローブを推奨します。

◆手荷物・防寒対策◆
＜手荷物について＞
ゴール地点の気温が低い場合や、下山対策、雨天などを想定し、対応できる準備をお願いします。
1選手につき、下山時に背負える小型のバック1個を手荷物としてお預かりすることができます。
手荷物の預かり等は、メイン会場内（山陽オカムラグラウンド）にて行います。荷札は、前日・当日受付
にて配布されますので、あらかじめご用意ください。お預かりした手荷物は、ゴール地点でお受け取り
ください。ゴール地点で受け取られた手荷物を下山時に預かることはできません。雨天時には、ビニー
ル袋に入れるなど各自で対応お願いします。

◆送迎◆
ショートコースに参加される小学生（伴走者含む）は、安全への配慮のため、計測コースのスタート地
点まで専用のバスで送迎を行います。希望者は所定の場所で自転車を預けてください。
但し、エントリー時における申し込みとし、先着30名とします。

◆パンク等への対応準備◆
スタート前、競技中に万が一のパンクに備え、予備チューブ等の準備をお勧めします。

◆保険について◆
保険の補償（対象：参加者本人）は、大会事務局の加入する傷害保険の下記限度額のとおりです。
死亡・後遺症1,000万円、入院日額5,000円、通院日額3,000円
手術保険金（入院時）50,000円、手術保険金（外来時）25,000円
保険の支払い限度を超えた部分の医療費は、ご自身の負担となります。
保険補償期間と場所は、大会当日（10月2日7時～15時）の大会会場内及びコース内に限ります。
この範囲外での事故やケガの補償はありませんのでご注意下さい。また、この範囲外でのケガの治療
費は本人負担となります。また、参加選手は必ず健康保険証を持参してください。
【重要】保険の適用には、大会指定の医療従事者の診断が条件です。
競技中の事故に関しては、参加登録が完了されていない方、あるいは虚偽の登録をした方に対しては、
保険が適用されない場合があります。
参加者による対人・対物への損害、自転車の盗難、部品の損傷等は、保険の対象外です。
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競技（準備・開会式・パレードラン等）

◆準備◆
・受付で配布されたゼッケンを所定の場所に正しく貼り付けてください。
・計測チップを自転車のフロントフォークに結束バンドでしっかりと固定してください。正しく固定されて
いないとタイム計測ができない場合があります。（装着の仕方は次のページをご覧下さい。）
・着用義務のあるヘルメット、グローブは必ず正しく身につけてください。

◆開会式◆
・競技説明及び注意事項等、安全管理及びスムースな運営に関する重要な内容をお伝えしますので、
参加選手は必ず出席してください。
・係員の指示に従って、クラスごとに、自転車を持って整列をお願いします。

◆パレードラン スタート◆
・メイン会場から11.5ｋｍ先の計測スタート地点（高倉荘横）まで、パレードランを行います。
・クラスごとにスタートいたします。係員の指示に従ってください。
・パレードランは交通規制の行われていない公道を走ります。交通ルールに従って、安全走行をお願
いします。

◆サポートライダー◆
・安全にパレードランを行うため、各クラスにサポートライダーが配置されます。走行中はサポートライ
ダーの指示に従ってください。

◆トイレ◆
・メイン会場とパレードランの途中、川面地域市民センターにトイレを用意しています。この2ヶ所のトイレ
で用を足すようにしてください。計測スタート地点には緊急用及びスタッフ用のトイレしかありません。
また、トイレは混雑が予想されます。余裕を持って使用するようにしてください。

※注意
当競技はパレードランと計測レースの両方の走行によって成立するものです。パレードランに参加せず、
計測レースのみの走行は認められません。
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競技（準備） 計測チップ（パワータグ）の取り付け方

下記表を参考に正しく計測チップを装着してください。
正しく装着していない場合、計測できない場合があります。
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競技（スタート順）

下記カテゴリー表の1番から順番にスタートします。

ただし、参加者数により、クラスを複数に分ける場合、また、複数のクラスが同時にスタートする
場合があります。
スタート地点の係員の指示に従ってください。
※チームエントリーをしている選手も、それぞれ該当するクラスでスタートしてください。
※参加人数や運営上の都合により、変更になる場合があります。

13

番
号

ゼ

ッ
ケ
ン

の
色
分
け

出発時刻
（予定）

1 桃 チャンピオン （15歳以上） 8:00

2 8:03

3 8:06

4 8:09

5 8:12

6 8:15

7 8:18

8 8:21

9 男子D （51歳～60歳） 8:24

10 男子E （61歳以上） 8:27

女子A （15歳～35歳）

女子B （36歳以上）

男子 （15歳以上）

女子 （15歳以上）

男女 （ジュニア・中学生）

男女 （ジュニア・小学５・６年生）

男子

女子

男女 （ジュニア・小学５・６年生）

男女 （ジュニア・小学３・４年生）

タンデム 男女 （中学生以上のペア）

黄緑 男子C （41歳～50歳）

シ

ョ
ー

ト
コ
ー

ス

13 白

（中学生以上）

8:40

ロードレーサー
＆ＭＴＢ

8:30

緑

（15歳～30歳）

12 紫 8:31

11

オ
レ
ン
ジ

ロードレーサー
＆ＭＴＢ

MTB

青 男子B （31歳～40歳）

区　　分 クラス

フ
ル
コ
ー

ス

ロ
ー

ド
レ
ー

サ
ー

赤 男子A



競技（計測スタート、制限時間、走行方法等）

◆計測方法◆
各選手の自転車に取り付けられた計測チップがスタートラインを通過した時点でそれぞれのタイム計
測がスタートするネットタイムシステムを採用しています。
トイレや準備等で、ご自分のクラスのスタートに遅れた場合でも、タイム計測に差は出ませんので、慌
てず、後のクラスでのスタートを行ってください。
計測チップが正しく装着されていない場合、計測ができません。

◆スタート◆
チャンピオンクラスから順次クラスごとのスタートになります。
エントリーのクラスより、前のクラスでスタートすることはできません。
（例 男子Aの選手が、チャンピオンクラスでスタートする、など）
それが発見された場合、失格になる可能性がありますので、ご注意ください。
参加人数の多いクラスは複数のグループに分かれてスタートする場合があります。係員の指示に
従ってください。

◆制限時間◆
各クラスのスタートからショートコース60分、フルコース90分の制限時間があります。
またフルコースの選手には途中チェックポイントとしてスタートから9,8km地点のフルコースとショート
コースの分岐点に午前9時30分までに到着しなかった選手は競技中止となります。
制限時間を超えた場合、係員の指示に従い後方から来る専用車にお乗りください。

◆追い越し禁止区間◆
スタートから9ｋｍ地点付近に緩やかな下り坂があり、コースの左右に「追い越し禁止」の看板がありま
す。その区間は「追い越し禁止区間」とします。
その区間内で無理な追い越しや安全面で支障がある走行があった場合、失格となる場合があります。
安全第一の走行をお願いいたします。

◆走行について◆
安全な競技運営を行うため、計測区間走行中に他の選手の進路を妨害したり、他の選手を押すなど
の行為を行ったり、威嚇のための大声を発したりするなど、一切の妨害行為を禁止します。
発覚した場合、失格及び次回以降の参加をお断りする場合があります。
フェア精神で、安全な競技運営にご協力ください。

◆車検自己申告書との相違
「車検自己申告書」の申告内容と相違が認められた場合、改造、整備不良等で危険と判断した場合、
競技中であっても失格、走行停止になる場合があります。

◆順位◆
ネットタイムシステムで計測するため、ゴール到着順ではありません。全選手がゴールしたあとに順位
が決定します。

◆計測チップの回収◆
ゴール地点付近で計測チップの回収を行います。計測チップが返却されなかった場合、もしくは紛失さ
れた場合は、1個あたり5,500円（税込）をお支払いいただくことになりますので、必ず返却してください。
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競技（下山）

一般的にヒルクライムレースイベントで、最も事故が起きやすいのが計測後の下山時になります。
無理をせず細心の注意を払って、安全な下山をお願いします。
下山開始は10時10分頃を予定しています。競技状況や天候により変更になる場合があります。
係員の指示に従ってください。

＜下山の規則＞

１．下山時の速度は時速20ｋｍ以下とし、追い越し走行を禁止します。
下山誘導車およびサポートライダーの指示に従い、制限速度を守って下山してください。

２．ショートコースで送迎バスを利用された選手は下山の際、自転車を収容車に預け下山用バスを利用
してください。

３．下山時にはブレーキを多用します。疲労や寒さにより、ブレーキを握る手が動かなくなるなど、下山に
自信のない方は無理をせず、専用の車両を利用してください。

４．下山途中でも安全に下山できそうにない場合は無理をせず、道の端に停車し、後続の車両をお待ち
ください。

５．個人で許可なく下山することは禁止します。所定の下山待機所に集合し、係員、サポートライダーの
指示に従ってください。

６．スマートフォンやカメラ、その他電子機器など、片手運転になるものの走行中の使用を一切禁止しま
す。

７．下山時も安全規格をクリアした自転車用ヘルメット、グローブを必ず着用してください。

８．安全面の配慮からタンデムの選手は、自転車を収容車に預け、下山用バスを利用してください。

緊急時の対応と大会中の中止

当大会は、一般公道を使用し開催しています。大会中にコース周辺等で緊急車両の通行などが必要に
なった場合、緊急車両を優先します。(緊急車両の通行等にご協力をお願いします。)

また、主催者の判断により競技中であっても大会を中止する場合があります。その場合、リザルトを発表
しない、表彰を行わないなど予定していたサービスが提供できないことがあります。
自然災害の発生等、安全を確保できないと判断した場合も同様です。
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競技（表彰・リザルト等）

◆表彰式・閉会式◆
・下山後にメイン会場（山陽オカムラグラウンド）にて表彰式・閉会式を行います。

◆表彰対象◆
・各クラス1位～3位
・総合 男子1位～10位（フルコース出場選手対象）
・総合 女子1位～3位（フルコース出場選手対象）
・大会特別賞

◆リザルト◆
・競技リザルトは会場内に掲示している専用QRコードから確認していただけます。
・リザルトを確認し、表彰対象者は表彰式に必ず出席してください。
※出席されない場合、表彰状等の後日郵送サービスは行っておりません。
・後日、公式サイトにリザルトを掲出します。

◆完走証◆
・完走者全員に各自のスマートフォン、パソコン等でダウンロードできるデジタル完走証を発行いたしま
す。

違反、不正行為、危険行為等

大会を通して、当大会の「競技規定・注意事項」（本紙）の違反、代理出走、ゼッケンの付け替え、パレー
ドランの不走行などの不正行為や走行中の危険行為等があった場合、該当選手は失格とするとともに、
一切の抗議等を受け付けないものとします。

さらに、その行為により生じたリザルトの変更業務、入賞に関する修正業務、副賞代金等すべての経費
について、該当者に請求を致します。大会終了後に発覚した場合も同様です。
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その他

◆応援バス◆
応援者用にメイン会場（山陽オカムラグラウンド）のバス発着場を出発し、ゴール地点（宇治・吹屋）に
向かうバスを用意しています。選手下山後に、メイン会場へ帰る予定です。
なお、応援バスの定員は50名です。
（先着順／往復1,000円 ※片道のみの乗車の場合でも1,000円となります。）

◆宿泊について◆
公式サイトに高梁市観光協会のバナーをリンクしています。そちらから検索をしてください。
駐車場内での車中泊はできません。

◆その他◆
本競技規定・注意事項及び大会ＨＰに記載されていない事項につきましては、大会ＨＰの「お問い合わ
せ」をご利用いただくか、下記事務局までお問い合わせください。

＜ヒルクライムチャレンジシリーズ高梁吹屋ふるさと村大会実行委員会事務局＞

〒716-8501 岡山県高梁市松原通2043 （高梁市教育委員会スポーツ振興課内）
TEL 0866－21－0425 （平日8:30～17:15）
FAX 0866－21－0262
大会ＨＰ http://hill－takahashi.jp
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