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ゲスト「NIPPO・ヴィーニファンティーニ・ファイザネ」の選手たちがレースで実際に搭乗中！
デローザがレース用に開発したフラッグシップモデル「PROTOS」に試乗してみませんか？ 
 

■開催概要 
・日時：2019年8月31日（土）14：00～18：00 （受付時間13：45～17：45） 
・場所：メイン会場（嬬恋会館）発着 ※コース詳細は下図参照 
・参加方法：必須持ち物を持参のうえ、上記受付時間内に下図の★マークの日直商会ブースへお
越しください。台数には限りがあり、試乗受付から実際の搭乗までお時間をいただく場合もあり
ます旨、ご了承ください。 
※参加条件及び必須持ち物は大会公式ＨＰからチェック‣‣‣ 
 

■試乗サイズ（各1台） 

 
・45cm（160cm以上） ・47cm（165cm以上）   
・49cm（170cm以上） ・55cm（185cm以上） 
・51cm（175cm以上） ・53cm（180cm以上） 

・会場：嬬恋会館前（嬬恋村大字三原691） 
・時間：①13：00～14：00 ／ ②15：00～16：00 
・対象：小学生または未就学児     ★詳細やお申込みは大会公式ＨＰから★‣‣‣ 

    ★大会参加者でなくとも、どなたでも参加可能です！★ 
・参加可能車種：補助輪なし自転車、ストライダー（補助輪外しは行いません） 
・定員：各回20名ずつ ／ ・参加費：￥100（傷害保険代含む・現地徴収） 
・持ち物：自転車、ヘルメット、手袋、タオル、飲み物 
     ※自転車とヘルメットは、数台/個のみレンタルのご用意があります。 
・服装：自転車に乗りやすい恰好、運動靴（サンダル不可） 
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大会前日 8月31日（土） 

12：00 駐車場オープン 

13：00 子供向け自転車教室「ウィーラースクール」（1回目・～14：00） 

13：30 NIPPO西メカニックによる洗車サービス①（事前申込抽選制・見学自由・～15：30） 

13：45 
初山翔選手（NIPPO）トークショー（～14：05）／ 
       日直商会presents DE ROSA試乗会受付開始（当日受付・～17：45） 

14：00 
前日受付開始／オフィシャルマッサージ・メカニックほか出店ブースオープン 
                  （～18：00 ※メカニックのみ～17：00） 

14：30 NIPPO選手＆絹代さんによる“キャベヒル”攻略講座（～14：45） 

15：00 子供向け自転車教室「ウィーラースクール」（2回目・～16：00） 

16：00 NIPPO西メカニックによるメカニック講座（～16：15） 

16：30 NIPPO西メカニックによる洗車サービス②（事前申込抽選制・見学自由・～17：30） 

18：00 前日受付終了／出店社クローズ 

※当日受付は原則行いません。/※西武トラベルのエントリー付き宿泊プランでお申込の方は、各ホテルでの受
付となります。/※レイトエントリーの方は必要書類をご用意のうえ、選手相談所へお越しください。 

大会当日 9月1日（日） 

06：00 駐車場オープン 

06：15 メイン会場オープン／オフィシャルメカニック・マッサージ受付開始 

07：00 下山用手荷物預かり開始／メディカルチェック受付開始／出店ブースオープン 

08：00 万座ハイウェー下り線交通規制開始 

08：15 下山用手荷物預かり終了 

08：30 開会式（08：20 準備体操ほか） 

08：45 三原地区及び万座ハイウェー全線交通規制開始／グリッド整列開始 

09：00 スタート（エキスパート・一般の部） ※一般の部はパレードラン後、計測開始 

09：15 スタート（ファンライドの部） 

09：40 三原地区交通規制解除 

10：00 第1関門閉鎖 

11：00 第2関門閉鎖 

11：10 下山開始（エキスパート・一般の部） ※最終下山13：00 

12：30 表彰式開始／お楽しみじゃんけん大会（順次） 

12：45 フィニッシュゲート閉鎖 

13：30 ゲスト「NIPPO・ヴィーニファンティーニ・ファイザネ」によるトークショー 

13：45 万座ハイウェー交通規制解除 

14：00 メイン会場クローズ（オフィシャルメカニック・マッサージ・出店ブース含む） 
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 「嬬恋キャベツヒルクライム2019」が、全国から多くの選手の皆さまをお迎えして開催されますこ
とを心から歓迎申し上げます。 
 この大会は、2012年から実施しておりました「嬬恋・万座ハイウェーヒルクライム」が、走路とな
る道路が災害を受けたことにより休止しておりましたが、サイクリストの皆様からの強い要望と関係す
る皆様のご理解、ご努力によって、2016年「嬬恋キャベツヒルクライム」として新たな出発を遂げ今
年で4回目の開催となりました。 
 この嬬恋村は、夏秋キャベツの生産量日本一を誇り、最盛期には「緑の絨毯」と言われるほどみごと
なキャベツ畑が広がります。また、気温・湿度が避暑に最適なことから浅間高原一帯に約9,000棟の別
荘が建ち並び、豊富な温泉と四季折々の景観美を求め、年間を通して多くの観光客に訪れていただいて
おります。 
 毎年７月には「キャベツマラソン」を開催しており、約3,500名の方に全国各地から参加していただ
き、夏季の開催でありながら、冷涼ですがすがしいランニング大会として、ランナーの方には大変ご好
評をいただいております。 
 また、今大会のコースにも設定されている万座温泉エリアは、標高1,800mに位置する日本屈指の硫
黄含有量誇る温泉地であり、豊富な湯量と泉質の良さから古来より湯治場として多くの人々に愛されて
おります。 
大会にご参加いただく皆様方には、本村の自然が織りなす美しい風景と澄んだ空気を味わいながらサイ
クリングを楽しんでいただき、お帰りの際には万座温泉を始め、嬬恋村が誇る良質な温泉をご堪能いた
だければ幸いです。 
 結びに、今大会を開催するにあたり、ご尽力されました実行委員会及び関係者の皆様に心から敬意と
感謝を申し上げ、ごあいさつとさせていただきます。 

大会実行委員長 
嬬恋村村長 
 

熊川 栄 

「嬬恋キャベツヒルクライム2019」の開催に当たり、一言、ご挨拶を申し上げます。 

 この大会は、2016年より現在の「嬬恋キャベツヒルクライム」としてリニューアルしたもので、お
かげ様を持ちまして今大会では過去最多の参加者をお迎えすることになりました。嬬恋村の特産品とし
て名高い「キャベツ」を大会の冠名に掲げたのも、参加されるサイクリストの方々により一層馴染み深
い大会になってもらえれば、という想いを込めてのものです。 

 標高差1,010㍍、平均勾配5.1％。雄大な自然に抱かれた緑豊かな白根山の麓という好立地に加え、
年に一度だけ自動車通行を規制しての貴重なサイクリングコースが、最大の特長であり魅力です。レー
スは各カテゴリーに分かれてはおりますが、ビギナーもアスリートも、参加されるすべての方々のよき
思い出に残る大会となることでしょう。 

 さらに本大会は、ヒルクライムの大会では珍しい街中スタートとなっています。地元・嬬恋村の皆様
には、例年と変わらぬ温かいご声援を頂戴できれば幸いです。 

 最後になりますが、大会開催にご尽力いただきました関係各位、ボランティアの皆様、そして開催に
深いご理解とご協力を賜りました嬬恋村の皆様方に、心より感謝を申し上げます。 

大会実行副委員長 
産経新聞社執行役員サンケイスポーツ代表 
 

吉川 達郎 
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2015年からUCIプロコンチネンタルチーム（セカンドディビジョン）に昇格したイタリア籍
のプロチーム。 
株式会社NIPPOとヴィーニファンティーニ（ファルネーゼヴィーニ社）、ファイザネ社がメイ
ンスポンサーとなり、力強くチームの活動をサポートします。 
2019年に新たに第3スポンサーに加わったファイザネ社は、イタリアに本社を構えるプラス
チック加工会社です。そして、引き続き、ミラノに工房を構える老舗自転車メーカー・デロー
ザと提携し、選手たちはデローザのフラグシップモデルである『プロトス』『SKピニンファ
リーナ』『キング』を駆り、レースで戦っていきます。 

NIPPO・ヴィーニファンティーニ・ファイザネ 

※来場候補選手（左から順に） 
初山翔、西村大輝、伊藤雅和、吉田隼人、フィリップ・ザッカンティ、ジョアン・ボウ、フアンホセ・ロバト 

絹代 

横浜市出身。東京大学農学部卒業後、JICA（国際協力機構）勤務を経て、
英国大学院で身体運動と栄養について学び、自転車の可能性に魅せられ、
自転車が持つ心身への効果について探求を深める。現在はメディアでの情
報発信やイベントなどのMCや記事の執筆、自転車フィットネスの提案な
ど、自転車を軸に健康、美容、エコのフィールドで活動中。国や各地の自
転車政策の検討委員を務め、サイクルツーリズムなど自転車を使った地域
おこしにも携わる。女性向けのイベントや自転車教室など、自転車普及に
も積極的に活動している。 
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No. 役職 氏名（敬称略） 所属及び役職

1 実行委員長 熊川　栄 嬬恋村村長

2 実行副委員長 吉川　達郎 産経新聞社執行役員サンケイスポーツ代表

3 実行副委員長 加藤　康治 嬬恋村副村長

4 大会顧問 松本　幸 嬬恋村議会議長

5 大会顧問 丸山　義明 嬬恋村農業協同組合代表理事組合長

6 大会顧問 徳永　清久 プリンスホテル　常務執行役員　長野・群馬統括総支配人

7 大会顧問 猪野　英樹 産経新聞社東京本社サンケイスポーツ営業局長

8 大会顧問 菅沼　克至 産経新聞社東京本社サンケイスポーツ編集局長

9 大会参与 塚本　亨 万座温泉観光協会会長／プリンスホテル　万座・嬬恋総支配人

10 大会参与 岡村　径朗 嬬恋村観光協会会長

11 大会参与 渡辺　栄志 嬬恋村商工会会長

12 大会参与 土屋　幸雄 嬬恋村議会産業建設常任委員会委員長

13 大会参与 橋詰　忠明 嬬恋村スポーツ協会会長

14 大会参与 利根川　弘生 産経新聞社東京本社サンケイスポーツ営業局次長

15 実行委員 坂詰　洋一 三原区区長

16 実行委員 干川　満 バラギ高原観光協会会長

17 実行委員 日比野　昭 鹿沢温泉観光協会会長

18 実行委員 村松　哲郎 浅間高原観光協会会長

19 実行委員 黒岩　忠雄 嬬恋ライオンズクラブ会長

20 実行委員 奥村　美智子 嬬恋村スポーツ推進委員会委員長

21 実行委員 前田　まさ代 嬬恋村連合婦人会会長

22 実行委員 松本　亜紀奈 嬬恋村連合若妻会会長

23 実行委員 長岡　剛生 群馬県立嬬恋高等学校校長

24 実行委員 黒岩　薫 嬬恋村交通指導員隊長

25 実行委員 美才治　康人 西吾妻交通安全協会嬬恋支部支部長

26 実行委員 黒岩　賢一 吾妻広域消防西部消防署嬬恋分署分署長

27 実行委員 岡崎　光史 嬬恋村金融団代表

28 実行委員 滝澤　きみ子 嬬恋村食生活改善推進協議会会長

29 実行委員 地田　功一 嬬恋村教育委員会教育長

30 実行委員 風間　正人 産経新聞社編集局前橋支局長

31 実行委員 三宅　康晴 プリンスホテル　マーケティング部部長

32 実行委員 花田　淳哉 プリンスホテル　長野・群馬セールス＆マーケティング支配人

33 実行委員 関　聡 産経新聞社東京本社サンケイスポーツ営業局事業部長

34 企画委員 熊川　武彦 嬬恋村教育委員会事務局長

35 企画委員（監事） 土屋　和久 嬬恋村総務課長

36 企画委員 佐藤　幸光 嬬恋村総合政策課長

37 企画委員 地田　繁 嬬恋村観光商工課長

38 企画委員 黒岩　建五郎 嬬恋村観光商工課課長補佐

39 企画委員 田辺　直孝 嬬恋村観光商工課主事

40 企画委員 宮﨑　清 嬬恋村観光協会事務局長

41 企画委員 三ツ野　元貴 嬬恋村観光協会

42 企画委員 小林　伸一 嬬恋村商工会事務局長

43 企画委員 山崎　浩史 万座温泉観光協会事務局長

44 企画委員 岩崎　伸一 プリンスホテル　マーケティング部課長

45 企画委員 酒井　晃 プリンスホテル　嬬恋地区支配人

46 企画委員 木内　武文 プリンスホテル　鬼押出し地区担当マネジャー

47 企画委員 山下　博也 プリンスホテル　一般自動車道担当チーフマネジャー

48 企画委員 桜井　健吾 プリンスホテル　一般自動車道　スーパーバイザー

49 企画委員 川上　潤 プリンスホテル　万座嬬恋地区事業戦略マネジャー

50 企画委員 茂原　昇 プリンスホテル　万座嬬恋地区事業戦略スーパーバイザー

51 企画委員 伊藤　尚之 プリンスホテル　マーケティング部

52 企画委員 山形　彩菜 プリンスホテル　マーケティング部

53 企画委員 長谷川　靖 西武トラベル株式会社戦略事業部

54 企画委員 東山　智子 産経新聞東京本社サンケイスポーツ営業局事業部次長

55 企画委員 久野　正博 産経新聞社東京本社サンケイスポーツ営業局事業部

56 企画委員 岡田　怜子 産経新聞社東京本社サンケイスポーツ営業局事業部

■協力機関

No. 役職 氏名 所属及び役職

57 協力機関 横田　雅毅 長野原警察署交通課長5 



■事前準備物 
□ 参加通知証ハガキ 
 

・前日受付の際に必ずお待ちください。紛失、お忘れの場合は再発行手数料として￥500が掛かりますの
で、ご注意ください。 
・西武トラベルからエントリーした方（レイトエントリーの場合も含む）、ご宿泊する各ホテルのフロン
トで受付を行ってください。 
・レイトエントリーの方は、入金及びエントリーが確認できる画面又は印刷物と、ご本人確認書類をお持
ちのうえ、選手相談所にて受付をしてください。 
 

□ ウェア上・下（吸汗速乾素材で運動しやすいものを推奨） 

□ シューズ（スニーカー可） 

□ ヘルメット（硬質で自転車用のみ／革製などの簡易ヘルメットはNG） 

□ グローブ（下山時は指先まで覆われているタイプを推奨） 

□ アイウェア（サングラスなど） 

□ 防寒具（ウインドブレーカーなど防風素材のもの／腕・脚を覆うもの） 

□ 着替え（フィニッシュ地点は冷えるので、乾いた衣類での下山を推奨） 

□ 雨具（雨天時／シューズカバー、レインウェアなど） 

□   背負える鞄（リュックなど／下山時に荷物を持って降りる場合は必須） 

□ 保険証（緊急時に使用） 

□ ドリンクボトル、ボトルケージ（給水所：第1・2関門、フィニッシュ） 

□ 自転車【車両規定をクリアし、前後ブレーキ制動能力が確認済みのもの】 

   （輪行等で分解する場合は、各種部品も忘れずに！） 

□ 自転車用の鍵（！盗難にはくれぐれもお気を付けください！） 

□ パンク修理キット（換えチューブ、空気入れなど） 

□ 大会プログラム（大会公式HPよりダウンロードのうえ、印刷） 

□ 小銭入れ 

□ 腕時計 

□ 携帯電話 

□ 補給食 

 
 

■当日準備物（前日受付時の配布物） 
□ 計測チップ付バンド（ファンライドは計測対象外のため封入なし） 

□ ナンバーカード（ウェア背面に装着） 

□ ヘルメット用シール（ヘルメット前頭部へ貼付） 
・ファンライド小学生（親子ペア）は、各2枚ずつ封入されています。親子それぞれで装着願います。 

□ 下山用荷物預け袋（前日受付時に配布・45ℓ半透明取っ手付きビニール袋） 

□ 下山用荷物預けシール（預け袋の前面に貼付） 
・ナンバーカード、計測チップを紛失、お忘れの場合、再発行手数料として￥2,000が掛かりますので、
ご注意ください。 
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フィニッシュ地点（万座温泉）周辺は、9月初旬でも気温が10℃前後となり、
大変冷え込む場合があります。 
防寒着（特にグローブ）や着替え、雨具をご持参のうえ、下山用手荷物に必
ず預けてください！もちろん直前の天気予報のチェックも、お忘れなく！ 



※ファンライドの部での使用不可車両は、〈ブレーキのないもの〉〈電動のもの〉のみとなります。 
※上記の規定及び道路交通法に準じた車両のみ出走可能です。 
※主催者が危険と判断した選手や故障/改造車、装備での出走は認めません。 
※出走中に車両に少しでも異変が生じた場合は、収容車が来るまで安全な路肩で待機してください。 

規定の順守はもちろんのこと、事前に専門店での車両の整備・点検を忘れずに！ 
大会オフィシャルメカニック（Ｐ.8参照）もご利用ください。 
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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） ステップ付のＢＭＸ

ＭＴＢ ピストバイク（固定ギア）

使用可能
使用不可

（素早いブレーキ操作の妨げになるもの）

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 DHハンドル

クリップオン

ボトルケージ かご　※開口部を密封できない場合

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

携帯ポンプ

泥よけ ラック

ライト キャリア

両足スタンド

※小径車等、ボトムブラケット下に装着する

タイプは可

装備品

着用義務

ヘルメット（硬質で自転車用のもの。革/布製などの簡易ヘルメットは禁止）

グローブ（下山時は指先まで覆われているタイプを推奨）

【防寒具】

フィニッシュ地点の気温は10℃前後と冷え込む場合がありますので、必ず持参のうえ、当日

8:15までにメイン会場内の下山用手荷物預けへお預けください。防寒具を着用していない方

は、収容バスにて下山していただく場合があります。

軽快車（通称ママチャリ）　※開口部を密封

できないカゴ、および両足スタンド外した場

合のみ可

電動アシスト自転車（推進力を伴う動力付き

車両）

車種

スピナッチ　※ドロップハンドルに付属され

るアタッチメント

使用可能

使用／装着不可

（走行時に接触したり、万が一の転倒時に危

険性が増す可能生があるもの）

ライザーバー※フラットハンドルおよびライ

ザーバーのバーエンドは使用可

ハンドル形状

付属品



◆駐車場 
・大会前日 8月31日（土）12:00～18:00 第1～2駐車場 
・大会当日 9月1日（日）    6:00～15:00 第1～5駐車場 
※各駐車場にいる誘導員の指示に従い、駐車願います。 
※天候状況等により駐車場の収容台数に変動がある旨ご了承下さい。 
 

◆選手受付 
・日時：8月31日（土）14:00～18:00 ※当日の受付は原則として行いません。 
・場所：大会メイン会場（嬬恋会館前） 
・配布物：ナンバーカード、安全ピン、下山用手荷物預け袋（45ℓ取っ手付半透明ビニール袋）、
下山用手荷物預けシール、計測チップ付きバンド、ヘルメット用シール、参加賞、アッセンブ
リー一式 
・参加通知証ハガキで受付照合作業を行い、済印押印のうえ返却、各種配布物をお渡しします。 
・レイトエントリーの方に、通知ハガキの発送はありません。入金及びエントリーが確認できる
画面又は印刷物と、本人確認書類を持参のうえ、受付横の選手相談所にて受付をしてください。 
・西武トラベルのエントリー付き宿泊プランでお申込みされた方は、レイトエントリーの場合も
含め、ご宿泊の各ホテルフロントにて受付をしてください。（～24:00まで） 
 

※ファンライドの部は計測対象外のため、チップ付きバンドの封入はありません。また、ファン
ライドの部小学生（親子ペア）は、ナンバーカード及びヘルメットシールが各2枚ずつ封入されて
います。親・子それぞれでご装着ください。 
※参加通知証を紛失・お忘れの方、又は届かなかった方は、選手相談所までお越しください。紛
失・お忘れの場合は、再発行手数料500円が必要となりますので、ご注意ください。 
※ナンバーカード、計測チップ付きバンドを紛失・お忘れの方は、再発行手数料2,000円が掛か
りますので、ご注意ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆オフィシャルメカニック 
本大会は、メカニックサポートをメイン会場にて前日と当日の2日間、ご用意しております。 
・日時：8月31日（土）14:00～17:00／9月1日（日）6:15～9：00、12：30～14：00 
・場所：メイン会場→（全選手出走後）後尾車→フィニッシュ地点→メイン会場 
 

①パンクや移動中に生じた不調など現地での突発的なトラブルを対象とし無料で作業を行い、可
能な範囲で対応致します。 
②必要な部品は有料です。 
③現地で使用出来る、空気入れを1～2本程度用意いたします。 
④整備不良や準備不足などによる作業等は有料です。※判断はメカスタッフが行います。 
⑤自転車の状況により、整備をお断りする場合があります。 
⑥部品や工具等状況により対応できない可能性があります。 

↑

計
測
チ
ッ
プ
付 

 
 

 
 

 

バ
ン
ド 

↑

下
山
用
手
荷
物 

 
 

預
け
シ
ー
ル 

↑

ヘ
ル
メ
ッ
ト
用 

 
 

 
 

シ
ー
ル 

ナンバーカードは背面に、 
下山用手荷物預けシールは 

下山用手荷物預け袋の表面に、 
ヘルメット用シールは前頭部
に、しっかり見えるように 

装着してください！ 

8 

↑

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド 



◆下山用手荷物預かり（当日のみ） 
・受付時間：7:00～8:15 メイン会場（4ｔトラックが目印） 
・返却時間：①ファンライド 9:00～11:00 ②エキスパート・一般 9:50～13:00 
・返却場所：①嬬恋高原ゴルフ場駐車場内 ②フィニッシュより約1ｋｍ奥（トラックが目印） 
・前日受付にてお渡しする「下山用手荷物預け袋」表面に、「下山用手荷物預けシール」を表面
の見やすい位置に貼り、係員にお渡しください。 
※荷物車は各フィニッシュ地点に移動しますので、時間厳守でお願いいたします。 
※ホイールバッグや重たいリュックを持っての下山は危険ですので、絶対におやめください。 
※積載は、原則専用の袋に入れた荷物のみお預かりします。（45ℓ・取っ手付き半透明ビニール袋） 

※安全のため、返却時にナンバーカードと照合しますので、係員に見えるようご提示ください。 
※貴重品はご自身で責任を持って管理してください。 
 

◆給水・救護・トイレ・更衣室（当日のみ） 
・給水：第1関門（嬬恋高原ゴルフ場駐車場）、第2関門（嬬恋牧場駐車場）、フィニッシュ地点 
・救護（移動式）：メイン会場（スタート前・下山後）／第1・2関門／各フィニッシュ地点 
※救急搬送先（予定）：西吾妻福祉病院（重篤と判断された場合は、ドクターヘリ対応） 
・トイレ：メイン会場／第1・2関門／各フィニッシュ地点 
・更衣室：メイン会場（嬬恋会館）／フィニッシュ地点（ロングコースのみ） 
※各自必ずボトル等を用意し、給水所で停車し必ず水分補給を行ってください。なお、走行しな
がらの給水は禁止とします。 
※トイレは必ず既存及び仮設トイレをご利用ください。 
 

◆スタート整列 8:45～ 
会場案内アナウンスや係員の誘導に従い、先頭のブロック別プラカードの後ろに整列してくださ
い。（整列場所Ｐ.17参照） 
 

◆スタート エキスパート・一般の部：9:00～／ファンライドの部：9:15～ 
・エキスパートの部は、スタート地点から一斉スタートのグロスタイム計測となります。 
・一般の部は、申告タイムによって割り振られたブロックごとに整列し、スタート地点より約
180ｍのパレードラン（Ｐ.18参照）ののち、計測地点より競技を開始するネットタイム計測とな
ります。 
・ファンライドの部は、ヒルクライムの体験を目的とした種目です。そのため計測はございませ
んので、ご了承ください。 
※・グロスタイム=スタートの号砲からフィニッシュ地点を通過するまでのタイム。 
 ・ネットタイム=計測開始地点を通過してからフィニッシュ地点を通過するまでのタイム。 
 

◆関門閉鎖時刻 
・第1関門（嬬恋高原ゴルフ場）：6.2km／60分 
・第2関門（嬬恋牧場）：12.5km／120分 
・フィニッシュ：〈ロングコース〉19.8km／3時間45分〈ショートコース〉6.2km／120分 
※関門閉鎖時刻までに通過できない場合は、競技中止とします。その場合は係員に計測チップを
渡し、速やかに競技を中止してください。 
※上記の方は、収容車に乗車し、フィニッシュ会場へ上がり、自走または収容車で下山してくだ
さい。 
※ファンライドの部は、制限時間内での完走が厳しいとスタッフは判断された場合、交通規制時
間の都合上、後尾車への乗車等をお願いさせていただく場合がありますので、ご了承ください。 9 



◆下山について 
【エキスパート・一般の部】 
フィニッシュ（9:50頃～12:45）→下山用手荷物を受け取り、休憩（給食等有）→希望する下山
パックの出発時間5分前に整列準備→係員及び下山パトロール隊の誘導に従い、下山開始 
 

※計測チップ付バンドは、原則下山後のメイン会場にて返却してください。 
 

・先頭と後尾にいるビブス（下記参照）を着用した下山パトロール隊の間を走行してください。 
・時速30km以下での走行を徹底してください。 
・個別走行は厳禁です。ただし、無理せず自身のペース（30km/h以下）を最優先してください。 
・原則左側通行をお願いします。道路中央から右側は競技中の選手が上がってくるため、カーブ
は特に気を付けてください。 
・下山途中でトラブルが発生した場合は、下山パトロール隊またはお近くの立哨員、後尾車に合
図してください。 
・下山時は、身体が冷えますので、長指手袋やウインドブレーカー等の防寒具を忘れずにご用意
ください。 
・残り1.5km（三原岩井堂）からは交通規制外の車道走行になります。誘導の係員や警察の指示
に従い、安全には十分気を付けてください。 
・少しでも辛くなった場合は無理せず、後尾の収容車を安全な場所でお待ちください。 
 

※下山パトロール隊とは・・・ 
参加者有志による下山誘導ボランティアです。（大会公式HPにて対象者及びマニュアル公開中） 
専用ビブス（下記参照）を着用し、1パック（選手100人目安）に前後2人ずつ付きます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
【ファンライドの部】 
フィニッシュ（～11:00）→下山用手荷物を受け取り、小休憩（給食等有）→小学生全員及び中
学生の希望者は、下山用バスに乗車（自転車はトラックに積載）、保護者の方はマイクロバス後
方を、原則自走で下山開始。 
 

・マイクロバス後方を、時速30km以下で走行するよう徹底してください。 
・個別走行は厳禁です。ただし、無理せず自身のペース（30km/h以下）を最優先してください。 
・原則左側通行をお願いします。道路中央から右側は競技中の選手が上がってくるため、カーブ
は特に気を付けてください。 
 

◆リタイアについて 
競技中、何らかのトラブルによりコース途中でリタイアする場合は、コース上の立哨員に申し出
てください。リタイア時は、後尾の収容車に乗り換えてフィニッシュ地点まで上がり、預けた下
山用手荷物を受け取り、再び後尾の収容車で下山となります。 
※自転車は同じ後尾にいるトラックへ積載します。 
 

10 



◆記録計測 
・エキスパートの部は、スタート地点から一斉スタートのグロスタイム計測となります。 
・一般の部は、申告タイムによって割り振られたブロックごとに整列し、スタート地点より約
180ｍのパレードラン（Ｐ.18参照）ののち、計測地点より競技を開始するネットタイム計測とな
ります。 
・ファンライドの部は、ヒルクライムの体験を目的とした種目です。そのため計測はございませ
んので、ご了承ください。 
※・グロスタイム=スタートの号砲からフィニッシュ地点を通過するまでのタイム。 
 ・ネットタイム=計測開始地点を通過してからフィニッシュ地点を通過するまでのタイム。 

・計測チップ付きバンドは、足首に装着してください。（装着方法は同封のチラシよりご確認く
ださい） 
・計測チップ付きバンドは、原則下山後のメイン会場にて、スタッフもしくは返却ＢＯＸへ必ず
返却してください。（未返却及び紛失の場合は、実費5,400円を請求いたします。） 
・「総合の部」上位3位までの選出方法につきましては、エキスパート・一般の部を対象に、年代
別種目・男女問わず、ネットタイム（計測地点（スタートより約180ｍ先）通過～フィニッシュ
地点通過までのタイム）を元に選出し、表彰いたします。 
・完走証は後日大会ＨＰから配信される、ダウンロード形式となります。（ファンライドの部の
完走証はございません） 
 

◆表彰  

・下山後メイン会場にてリザルトを掲出し、12:30より式典を順次開始します。対象選手は、メ
イン会場内にて随時アナウンスをしますので、ご注意ください。 
・各種目（ファンライド含む）及び総合の部（エキスパート・一般）上位1～3位に、賞状ならび
に副賞品を贈呈いたします。 
・総合の部には、大会オリジナルチャンピオンジャージ、次回大会無料招待権ほか共催及び協賛
社提供の副賞品が贈呈されます。 
【ファンライドの部 表彰について】 
ファンライドの部は記録計測を行いませんが、フィニッシュ地点にて係員が上位１～3位までの順
位をビデオ判定にて選出いたします。表彰対象者はお声掛けいたしますので、表彰式へのご出席
をお願いします。 
なお、小学生低・高学年親子ペアの部の順位は、お子様のフィニッシュライン通過順となります。 

携
帯
電
話
用↑
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大会翌日と
9月中の 
計2回 

掲載予定！ 

※あくまで速報値となりますので、ご了承ください。各種目の表彰対象タイムは、上
記「記録計時」をご確認ください。（ファンライド除く） 



◆参加資格 
・お申し込み完了後の自己都合によるキャンセル・種目変更・代理出走は認めません。 
・大会当日小学生以上の健康な男女で大会規則を遵守し、本コース制限時間内で完走できる体力
を有する者。 
・参加申し込み時に、記載されている申込み規約に同意いただいた選手。 
・大会前に必ず医師の健康診断を受け、レース出場に差しつかえがないと認められた選手。 
・大会当日の出場はエントリーされた本人に限ります。（代理出場は認めません。違反者は失格
とし、保険・表彰の対象にもなりません。） 
・18歳未満の出場者は保護者の承認（捺印）が必要です。 
・親子ペアの部には、児童とともに満20歳以上の保護者の同伴が必要となります。 
 

◆注意事項 
・お申込みの際に自己申告タイムが未記入であったり、不適切なタイムが記入されていた場合は、
最後尾ブロックに割り振られることがあります。 
・大会開催中のケガなどに関しては応急処置のみ行います。必ず係員に申し出てください。また
ご自身保険証（コピー可）を必ず持参してください。 
・なお本大会では、主催者負担で全参加者に対し、以下の傷害保険等に加入しております。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をしてください。（お問い合わ
せは、大会事務局まで）また参加者以外は保険の対象になりません。なおレースに限らず、大会
当日の自転車（フレーム、パーツなど）の破損・紛失・盗難などは保険対象外です。 
・補償内容に不安がある方は各自で新たな保険に加入されるようお願い申し上げます。 
・本大会参加にあたっては、十分なトレーニングを行い、健康状態に留意して参加してください。 
・体調不良の際は無理をせず、勇気をもって棄権するよう心掛けてください。 
・ナンバーカードは体の背面に付属の安全ピンで装着してください。 
・大会に関する情報は、一部変更になることもありますので、ご了承ください。 
 ※変更時は場内アナウンスなどにてお知らせいたします。 
・サイクルラックはご用意いたしますが、数に限りがございますので予めご了承ください。 
・検車は行いませんので、車両整備は各自責任をもって行ってください。（途中で故障し、走行
が難しくなった場合は、収容車にお乗りください。） 
・大会会場周辺では近隣住民に配慮し、付近のエリアでのキャンプは一切禁止します。 
・各自のゴミは各自でお持ち帰りください。 
・盗難防止のため、係員が会場内を巡回していますが、自転車から離れる際はカギをかけたり、
仲間に声をかけるなどして自転車の管理に十分ご注意ください。 
・大会開催中の飲酒は一切禁止します。 
・大会期間中に限らず、道路交通法を守り、正しく走行してください。 
・万座ハイウェーは有料道路のため、競技以外で自動車やオートバイで通行する際は大会の参加
可否に関係なく通行料金が必要になります。（片道 乗用車1,050円） 
・急激な天候悪化や自然災害、緊急車両の通行などにより競技を中断する場合があります。その
際は係員の指示に従って行動してください。 
・安全確保のため、左車線での走行をお願いいたします。なお、追い抜かれる場合は、コース左
側に避け、追い抜く場合は右側から「抜きます」と一声かけて追い抜いてください。 
・天候等の諸条件により、やむを得ずスケジュールや競技内容に変更が生じる場合があります。
ご了承ください。なお最新情報は、会場内アナウンスまたは大会公式ＨＰ-新着情報よりご確認く
ださい。 
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◆個人情報の取り扱いについて 
・主催者は個人情報の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律及び関連法令等を厳守し、
主催者の個人情報保護方針に基づき、個人情報を取り扱います。 
・大会参加者へのサービス向上を目的とし、参加案内、関連情報の通知、次回大会の案内、大会
主催者協賛・協力・関係各団体からのサービスの提供、記録発表（ランキング等）に利用いたし
ます。 
・また、主催者もしくは委託先からの申込内容に関する確認連絡をさせていただくことがありま
す。各種案内を希望されない方は、大会事務局にその旨をお申し付けください 
 

◆申込規約 
下記の申込規約に同意の上、お申込みください。 
・主催者は、傷病や紛失、その他事故に際し、応急処置を除いて一切の責任を負いません。 
・自己都合による申し込み後の種目変更、キャンセルはできません。 
・年齢・性別の虚偽申告、申込者本人以外の出場（不正出走）は認めません。その場合、出場が
取り消されます。 
・地震、風水害、事件、事故、荒天（降雨、強風、雷）、濃霧、疫病、そのほかの理由で大会を
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、金額についてはその都度主催者が判断し、決定いたします。 
・前記または過剰入金・重複入金の返金はいたしません。 
・大会出場中の映像や写真の記事、記録テレビ、新聞、雑誌、インターネットへの掲載権は主催
者に帰属します。 
・主催者は上記の申込規約に則って開催します。 

〈大会開催可否〉〈新着情報〉〈全参加者リス
ト〉〈下山パトロール隊リスト・マニュアル〉は、
各自大会公式ＨＰよりチェックしてください。 
大会公式ＨＰはこちら‣‣‣ 
https://tsumagoi-cabehill.net/ 

 
 

サンケイスポーツ（東日本版）にて、後日 
大会の模様を掲載いたします！ 
大会参加の記念にぜひお買い求めください！ 
掲載日は決まり次第、大会公式HPにてお知
らせいたします！ 

13 嬬キャベちゃん 

セ・キノコ 
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！交通規制のお知らせ！ 
8：45～9：40 

三原岩井堂～黄色線部分は、上記
の時間に交通規制を実施いたしま
す。ご注意ください。 

計測開始 

15 

駐車場 メイン会場まで 収容台数（目安）

※当日の駐車場開門は、6：00～となります。

※天候状況等により収容台数が変動する場合があります。ご了承ください。

第5駐車場 850m 164台

！各駐車場の誘導員の指示に必ず従い、ご駐車ください！

第3駐車場 600m 30台

第4駐車場 700m 335台

第1駐車場 － 100台

第2駐車場 150m 130台



試乗会受付 

 東部小 

救護所/ 
選手相談所 

8月31日（土） 大会前日 

9月1日（日） 大会当日 

嬬
恋
商
工
会 

※会場レイアウトは、気象条件等により変更となる場合がございます。 16 



【一般の部】 
パレードラン 

整列方向 

進行方向 

【一般(総合)の部】 
計測開始地点 

17 

割
烹 

中
居
屋 

パレードラン 

！ＮＥＷ！ 
一般（総合）の部でのパレードラン

導入に関しての詳細は、 
Ｐ.18を必ずご確認ください。 



このたび本大会では、選手の皆様がよりスムーズにスタートをきれるよう、ロングライド種目
「一般の部」で、パレードランを導入することとなりました。 
スタート地点から約180ｍのパレードランで走行を安定させたのちの計測開始となります。導入
に伴う変更は下記の通りです。 
何卒ご理解のほどよろしくお願い致します。 

 
嬬恋キャベツヒルクライム大会事務局 

【一般の部（ロングコース）】 
■計測距離 
（旧）約19.8ｋｍ→（新）約19.6ｋｍ 
 

■計測開始地点 
（旧）嬬恋村国民健康保険診療所前→（新）割烹 中居屋前 
 

【エキスパートの部（ロングコース）】 
■種目別 表彰対象タイム【変更なし】 
・スタート：嬬恋村国民健康保険診療所前 
・計測開始地点：スタート地点と同じ（号砲AM9：00） ※グロスタイム計測 
・フィニッシュ：万座ハイウェー終点約1ｋｍ手前 
 

■総合の部 表彰対象タイム【変更あり】 
・スタート：嬬恋村国民健康保険診療所前 
・計測開始地点：割烹 中居屋前 ※ネットタイム計測 
・フィニッシュ：万座ハイウェー終点約1ｋｍ手前 
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メイン会場 
 
 

スタート地点 
 
 

第1関門〈60分〉 
（ファンライド  
 フィニッシュ地点） 

 
 

第2関門〈120分〉 
（エキスパート・一般） 

 
 

フィニッシュ地点 
（エキスパート・一般） 

 
 

・・・トイレ 

・・・救護所 

・・・給水 
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ファンライドの部 フィニッシュ方向 

エキスパート・一般の部 進行方向 

嬬恋高原ゴルフ場 
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フィニッシュ 
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バイクラック 

三原方面 

！国道292号一部規制に伴う注意点！ 
 

草津白根山の噴火警戒レベルが2の影響で、国道292号内 殺生河原駐車場
～万座三差路にて一部通行規制が実施されています。（8/21時点） 
 
これに伴い、レース開催による交通規制中の万座ハイウェー内を、やむを
得ず警備車両と共に、一般車両が通過する可能性があります。 

 
道路上では、停車・休憩せず、路肩にてお願い致します。また、
自転車も道路上に置かずに、バイクラックや路肩に必ず置くよう
にしてください。 
ご不便をおかけしますが、何卒ご理解・ご協力のほどお願いいたします。 

万座方面 

三原方面 

左
側
通
行
厳
守 

 

！その他注意事項！ 
 

・計測チップ付きバンドは、下山
後メイン会場で回収します。 
・この地点は気温が10℃前後にな
ります。防寒対策をしっかり行っ
てください。 
・下山スピードが時速30ｋｍ以上
にならないようにご注意ください。 
・大きな荷物を持ったままの下山
は、大変危険ですので絶対におや
めください。 

下山方向 

フィニッシュ 
進行方向 



No. 出店者名 取扱内容 出店日 関連サイト

1 （一社）嬬恋村観光協会 嬬恋村特産品の販売ほか 前日・当日 https://www.tsumagoi-kankou.jp/

2 かつきはりきゅう治療院 ボディーコンディショニング・ケア（テーピング等） 前日・当日 http://katsuki-89.com/

3 シクリズムジャポン 自転車メカニック 前日・当日 http://www.cyclisme-japon.net/

4 NIPPO・ヴィーニファンティーニ・ファイザネ 洗車サービス（事前抽選制）・サイン会ほか 前日・当日 ※洗車サービスは事前抽選制・見学自由

5 武田レッグウェアー（株） ソックス及びアクセサリーの販売 前日・当日 https://www.facebook.com/RxLBIKE/

6 カイロプラクティック ひな カイロプラクティック（マッサージ） 前日・当日 ―

7 ウルトラカフェ コーヒー、ソフトドリンク、かき氷、焼き饅頭ほか 前日・当日 ―

8 日直商会 デローザ「PROTOS」試乗会及びサイクルグッズ販売 前日
http://nichinao.jp/

※試乗会詳細はP.1をチェック！

9 ウィーラースクール 小学生のための自転車教室 前日
https://cyclingschool.jp/

※詳細情報はP.1をチェック！

10 プリンスホテル PR 当日

11 インド料理アノンド ケバブロール、唐揚げ、カレーほか 当日 http://joyguru.info/

12 エムジーフーズ 焼きそば、牛串、ポテトフライほか 当日 https://iammasato1229.wixsite.com/mysite

13 crepe kazu クレープ各種 当日 ―

出店一覧
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本大会のナンバーカード又は参加通知証をご提示いただくと、嬬恋村内で様々な 
サービスが受けられます。ぜひご活用いただき、嬬恋村を存分に満喫してください！ 

施設名 エリア 特典

ペンションすこやかin軽井沢

TEL:0279-82-5650
浅間高原西

チェックイン時にフロントにてゼッケンの提示

1. 朝食：ご希望時間OK・本格和食（持久力に）

2. 朝の飲み物：ピュアココア＋有機豆乳（空腹抑制

とリラックス効果）

3. 自由に飲める水素水サーバーあり

4. エアロバイク、トレッドミル、還元用医療機器等

の無料貸し出しあり

5. アイシング対応あり

6. チェックアウト：試合後OK（入浴可）

7. プレゼントあり

大人1名様につき嬬恋キャベツ1玉プレゼント

花とハーブとグルメの宿

ペンション　シューレビュー

TEL: 0279-86-4406

浅間高原西

チェックイン時にフロントにてゼッケンの提示

1. 朝食時間自由

2. 1名様につき嬬恋の美味しいお水1本プレゼント

レンタルログコテージ

ウルべビレッジ

TEL:0279-86-2104

浅間高原西

チェックイン時にフロントにてゼッケンの提示

1. 宿泊料金10%引き

2. バーベキュー機材レンタル20%引き

紀州鉄道軽井沢ホテル

TEL:0279-84-3011
浅間高原東

チェックイン時にフロントにてゼッケンの提示

1. 1名様につきHOT!コーヒー1杯サービス

2. 1名様につきホテルオリジナル入浴剤1つプレゼン

ト

ホテルグリーンプラザ軽井沢

TEL:0279-86-4111
浅間高原西

受付カウンターにてゼッケンの提示

大人200円引き 3歳～小学生100円引き

和食温泉ペンション

まほうのじゅうたん

TEL:0279-86-5127

浅間高原西
チェックイン時にフロントにてゼッケンの提示

宿泊料金500円キャッシュバック

奥軽井沢温泉暁の湯

(ホテルグリーンプラザ軽井沢)

TEL:0570-091-489

浅間高原西

受付カウンターにてゼッケンの提示

1. 大人200円引き

2. 3歳～小学生100円引き

嬬恋プリンスホテル

TEL:0279-97-4111
嬬恋高原

日帰り入浴料：￥1,200→￥600（当日のみ有効・

ゼッケン1枚につき5人まで対象）

万座プリンスホテル

TEL:0279-97-1111
万座温泉

日帰り入浴料：￥1,500→￥1,000（当日のみ有効～

17:00まで・ゼッケン1枚につき5人まで対象）

万座高原ホテル

TEL:0279-97-1111
万座温泉

日帰り入浴料：￥1,300→￥700（当日のみ有効・

ゼッケン1枚につき5人まで対象）

割烹 中居屋

TEL:0279-97-2643

メイン

会場付近

ご注文時にゼッケンの提示

・1名様につきソフトドリンク1杯サービス

群馬三原給油所

TEL:0279-97-2217

メイン

会場付近
1ℓあたり￥2引き（20ℓ以上）

ガソリンスタンド

宿泊施設

日帰り入浴

飲食店
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