2017 セルフディスカバリーアドベンチャーシリーズ

第 13 回ヒルクライム・イン・王滝村
このたびは、「ヒルクライム・イン・王滝村」にお申し込みいただきありがとうございます。大会当日まで、コン
ディションを十分に整えてレースにチャレンジしてください。最高のパフォーマンスで完走し、大きな感動を
得ることを祈っています。

封筒に記載の NO.があなたのゼッケン NO.になります。
受付では封筒を必ずご提示いただき、「大会アンケート」の提出をお願い致します。
＜同封物＞
・最終案内書（本書）
・大会アンケート（事前にご記入をお願いします。）
＜受付について＞
選手受付は前日のみとなります。【6 月 17 日(土)14：00～17：00】
ただし、やむを得ず前日受付が出来ない方のみ以下当日受付時間内にて受付いたします。
当日受付時間：6 月 18 日(日)6:00～6:50 (時間厳守でお願いします。)
＜松原スポーツ公園内での注意事項＞
橋を渡った先は全て松原スポーツ公園内となります。
公園内でのテントやタープ等の利用およびキャンプ、火気の使用は禁止です。
※荷台にテントや車にブルーシート取り付け等も禁止です。
路肩や他のスペースなど駐車場以外の場所での駐車は禁止です。
お近くのキャンプ場をご利用下さい。従って頂けない場合は出場資格を取り消します。
《大会スケジュール》
日 程
6/17
(土)
6/18
(日)

時 間

14:00～17:00
6:00～6:50
7:00
7:15～7:45
8:00
10:20
11:00
13:00(予定)

実 施 内 容

前日選手受付
当日選手受付
ただしやむを得ず前日受付が出来ない方のみ。
選手集合
開会式・競技説明
スタート
通過制限タイム
最終フィニッシュ・下山開始
表彰式

実 施 場 所
松原スポーツ公園

松原スポーツ公園

八海山(約 16km 地点)
フィニッシュ地点(田の原)
松原スポーツ公園

お問い合わせ 有限会社パワースポーツ
〒248-0022 神奈川県鎌倉市常盤 628-3
TEL0467-84-8639 FAX0467-84-8640
info@powersports.co.jp www.powersports.co.jp
大会期間中の緊急時連絡先 080-6516-1826

参加案内

選手受付

受付場所⇒松原スポーツ公園ドーム内
受付時間⇒6 月 17 日(土)14：00～17：00 および 6 月 17 日(土)14：00～17：00
※選手受付は前日のみとなります。たたし、やむを得ず前日受付が出来ない方のみ当日受付可能です。
当日受付時間：6 月 18 日(日) 6:00～6:50 (時間厳守でお願いします。)
■受付時にお渡しするもの
・レースナンバーゼッケン（2 枚）サイクルジャージの左右背中側の胴回りにつけてください。
・ヘルメットシール（１枚）ヘルメットの前部に貼り付け。
・荷物預かり用透明ビニール袋（1 枚）
・参加賞
背面

連絡事項

■荷物預かりについて
・フィニッシュ後の必要な荷物を運びます。受付時にお渡しする透明のビニール袋に荷物を入れて
当日 7:00 までに本部テントへお持ちください。フィニッシュ地点休憩エリア内でお渡しします。
■フィニッシュ地点について
・フィニッシュ地点（田の原）には、休憩所があり、食堂は営業しておりますので食事は可能です。
■大会を観戦・応援する方へのフィニッシュ地点へのバスサービスについて
観戦者向けに、フィニッシュ地点への無料バスを運行いたします。ご希望の方はレース当日 7:00 までに
本部受付にて受付の上、整理券をお持ちください｡復路は選手が下山した後を予定しています｡
定員 20 名 集合時間・場所 6/18(日)7:15 本部テント前

レース中における
厳守事項

■レースについて
・スタート直後は平坦な道が続きます。クラッシュなどの危険防止のため、スタート後約 1km まで先導車が
誘導いたします｡その区間は追い越し禁止となります｡
・スタート後 16km 地点の八海山にて関門を設けております。
10：20 までにこの地点を通過できない場合は、スタッフの指示のもとスタート地点へ自走して頂きます。
・下山は参加者全員がフィニッシュするまで出来ません。最終競技者がフィニッシュ後、先導車の後を
自走で下山して頂きます。先導車は絶対に抜かさないようにしてください。もし、先導車を抜かすなどの
危険な行為が発覚した場合は、次回からエントリーできない場合もありますのでご了承ください。

表彰クラス

■ロードレーサーの部
チャンピオンクラス・男子Ａ［16～29 歳］
・男子 B［30～39 歳］
・男子 C［40～49 歳］
・
男子 D［50～59 歳］
・男子 E［60 歳～］
女子 A［16～29 歳］
・女子 B［30～39 歳］
・女子 C［40 歳～］
■ＭＴＢの部
男子［16 歳～年齢区分なし］
・女子［16 歳～年齢区分なし］
【表彰対象】
総合男女 1 位～10 位／各クラス 1 位～6 位

記録計測

計測タグはバイクフロントに装着するゼッケンに組み込む予定です。
計測タグを紛失・破損された場合実費(4,000 円)をご請求させていただきます。

記録証

禁止事項

当日発行します。
フィニッシュ後、本部受付にてお受け取りください。
◇松原スポーツ公園内はキャンプ・テント・タープ等の設営・宿泊は禁止です。お近くのキャンプ場をご利用下
さい。また、従って頂けない場合は出場資格を取り消します。

■車種規制
① 車種
使用可能

使用不可

ロードレーサー

リカンベント

クロスバイク

タンデム自転車

小径車（タイヤ径 24 インチ未満）

ステップ付きのＢＭＸ

ＭＴＢ

ピストバイク（固定ギア）
電動アシスト自転車

② ハンドル形式
使用可能

使用不可（素早いブレーキの妨げになるもの）

通常のドロップハンドル

ブルホーンハンドル

フラットハンドル（バーエンドは使用可）

ＤＨハンドル

ライザーバー（バーエンドは使用可）

クリップオン
スピナッチ

③ 付属品
使用可能

使用／装備不可
（走行時に接触や転倒時に危険性が増す可能性があるもの）

ボトルゲージ

かご（開口部を密封できないもの）

サイクルコンピューター

ガラス製のミラー

サドルバッグ

両足スタンド（小径車、ボトムブラケット下に装備するタイプは可）

携帯ポンプ

ラック

泥よけ

キャリア

ライト

④ 装備品
着用義務
ヘルメット
グローブ
防寒着（下山時に必須となりますので必ず準備をお願いします）

■宿泊場所のお問い合わせ
王滝観光総合事務所 ＴＥＬ：０２６４－４８－２２５７
■交通のご案内

お車で
関西方面から

東京方面から

電車・バスで
関西方面から
東京方面から

吹田ＩＣ
↓（230km） 中央自動車道「小牧 JCT」経由
中津川 IC
↓（74km）
王滝村役場【吹田 IC から 300km／約 4 時間 30 分）】
高井戸 I.C
↓（205km）中央自動車道「岡谷 JCT」経由
伊那 IC
↓（50km）
王滝村役場
【高井戸 IC から 255km／約 3 時間 40 分】

新幹線→「名古屋」で乗り換え、中央本線特急しなの→ 中央本線「木曽福島」下車→
おんたけ交通バス→王滝村
1. 中央本線特急あずさ→「塩尻」で乗り換え、特急しなの→ 中央本線「木曽福島」下
車→おんたけ交通バス→王滝村
2. 新幹線→「名古屋」で乗り換え、中央本線特急しなの→ 中央本線「木曽福島」下
車→おんたけ交通バス→王滝村
3.新宿から高速バス→「木曽福島」下車→おんたけ交通バス→王滝村

■選手駐車場
選手駐車場は松原スポーツ公園内の駐車場①～③の３ヶ所となります。注意事項をご確認のうえ必ず指定された
駐車場のみをご利用ください。
＜注意事項＞
・路肩や他のスペースなど駐車場以外の場所での駐車は禁止です。橋から先は全て公園内となります。
・公園内はテントやタープなどの利用は禁止です。荷台にテントや車にブルーシート取り付け等も禁止です。
・公園内はキャンプ及び火気厳禁です。

駐車場
③

駐車場①

駐車場②

