
この度は「第12回　まえばし赤城山ヒルクライム大会」にお申込みいただき、ありがとうございます。
大会の参加案内をお送りしますので、よくお読みいただいたうえでご参加ください。

本大会では感染症対策のため、大会当日に入場チェックを実施いたします。
入場チェックでは、「検温・消毒・健康チェックシステムの結果掲示」を行っていただきます。４ペー
ジの健康チェックシステム利用方法をお読みいただき、９月11日（日）から25日（日）の期間、毎日健康
チェックを行ってください。

同封物
参加案内（本紙）、ナンバーカード、計測チップ、参加賞、個人協賛記念品（申込者のみ）、
駐車券（事前申込者のみ）、荷物預り袋、シール２枚（ヘルメット用・荷物預り袋用）

令和４年９月25日（日）

第12回
まえばし赤城山ヒルクライム大会

Mt.AKAGI Hill Climb 2022

◆  参  加  案  内  ◆

開催日

タイムスケジュール

時　間 内　　　　　　　容 場　所（備　考）

４：00 選手駐車場　開場 ※４：00～

５：00

スタート会場行き無料バス出発

更衣室　開場
入場チェック
山頂行き荷物預かり

※５：00出発

※５：00～14：00
※５：00～６：50
※５：00～６：10
　（６：15出発）

群馬県立県民健康科学大学、前橋総合福祉
会館、ばら園「河川敷」、ばら園「研修会館跡」
前橋市民プール２階
前橋合同庁舎正門
市立前橋高校野球グラウンド東側路上

５：30
選手整列（先頭「エキスパートクラス」より申
告タイム順）

※５：30～６：50
前橋合同庁舎周辺スタートエリア、北部運
動場

６：30 交通規制開始 ※６：30～最後尾選手通過 上細井町交差点  ⇔  赤城山第２南面

６：45 開会セレモニー ※６：45～７：00 市立前橋高校駐車場（メイン会場）

７：00 JBCF＋10グループ　スタート
※７：00～７：50
　（５分間隔スタート）

JBCFに続き、エキスパートクラスより
申告タイム順スタート

８：20 選手下山開始 ※８：20～10：50（全12グループ） ※新坂平駐車場

８：40 第１関門（約5.6km） ※畜産試験場交差点

９：00
第２関門（約8.9km）
メイン会場無料シャトルバス　運行 ※９：00～14：30

※赤城県道旧料金所
市民プール西駐車場  ⇔  ばら園臨時（研修
会館跡）

10：00 第３関門（約15.1km） ※姫百合駐車場

10：30 第４関門（約18.7km） ※一杯清水バス停

11：00 ゴール関門（20.8km） ※赤城山総合観光案内所

12：00 一般各種表彰式
※12：00～13：00
■上位３名

市立前橋高校駐車場（メイン会場）

※進行状況等により、イベント時間帯等の変更があります。

このパンフレットは、競輪の補助により作成しました。
https://hojo.keirin-autorace.or.jp/
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赤城県道旧料金所

赤城県道旧料金所

291

畜産試験場交差点

駒寄
スマート
IC

渋川
伊香保
IC

楽歩堂前橋公園

日本トーターグリーンドーム前橋

8:20 から順次

14:30 頃終了

6:50 まで 12:00 ～

7:00 から順次

休憩所
（白樺純林駐車場）

下山待機場所
（新坂平駐車場）

ゴール
（赤城山総合観光案内所）

スタート
（スタート会場）

自宅・駐車場

入場チェック・整列
（スタート会場）

表彰式
（スタート会場）

山頂行き荷物預かり
（スタート会場）

出店ブース
（スタート会場）

荷物返却場所
（展望駐車場）

大会当日の流れ

畜産試験場交差点

（キッズヒルクライムゴール）

Mt.AKAGI Hill Climb 2022
第12回   まえばし赤城山ヒルクライム大会　コースガイド
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【日時・コース】
●令和４年９月25日（日）　〈荒天中止〉
　競　技／７：00 ～ 11：00（交通規制　６：30 ～ 12：30頃）
●一　般
　前橋合同庁舎（前橋市立前橋高等学校エリア） ⇔ 赤城山総合観光案内所
　（全長：20.8km・平均勾配：6.4％・最大勾配：9.7％・標高差：1,313ｍ）
　但し、計測開始地点は、上細井町交差点北「50ｍ付近」
●キッズヒルクライム
　前橋合同庁舎（前橋市立前橋高等学校エリア） ⇔ 畜産試験場交差点（第１関門）
　（全長：5.6km・平均勾配：4.3％・標高差：241ｍ）

【参加資格・使用自転車・服装】
①小学４年生以上（大会当日の年齢）の健康な男女で、本コースを競技時間内で完走できる自信のある方。
②大会規約及び申込規約の全ての項目に同意する者。
③ロードバイク及び変速機付きスポーツバイク。必要なメンテナンス等は、各自の責任において行ってください。
　（プロショップにて点検、整備をされることが望ましいです。）
※電動自転車、シングルスピード（ピストバイク）、リカンベント、タンデム自転車の使用は禁止します。（但し、主催者が認
めたものは除く）

④DHバー、スピナッチ、クリップオンの装着は禁止します。また、かご・ミラー・スタンド・ラック・キャリア等の走行時
に接触するおそれのある部品や接触・転倒時に危険と思われる部品は取り外してください。（キッズヒルクライムは除く）

⑤必ず硬質自転車専用ヘルメットを着用し安全上、風紀上適切な服装を着用してください。（着ぐるみ等での参加はできません。）
　なお、ヘルメットについては「JCF 公認」ヘルメットを推奨します。革製・布製のヘルメット使用は禁止します。

【参加上の注意（大会規約・申込規約・個人情報の取り扱いについて）】
（１）【参加上の注意（大会規約）】
１．大会参加者は、全て各自の責任においてスポーツマンシップに則った節度ある行動をすること。
２．大会中の盗難や遺失、物損（自転車、ヘルメット等）に関しては各自の責任で処理すること。
３．参加者全員に傷害保険（競技中の事故のみ）を適用しているため、有事の際は必ず大会中に主催者へ届け出ること。
　　 なお、レース中に限らず大会当日（メカニックサービス作業時も含む）の自転車（フレーム・パーツ等）の破損・紛失・盗難等は保険対象外ですので、補償が必要な方は、各自

で保険に加入してください。
４．競技中及び大会行事の開催中に負傷または死亡事故が発生した場合、参加者及び家族・保護者等の関係者は、その原因の如何を問わず、大会主催者のかける傷害保険の他は主催

者及び大会関係者に対して補償請求をすることはできない。
　　※なお新型コロナウイルス感染症は保険適用外といたします。
５．競技中の事故等の応急措置は主催者が対応するが、それ以外については各自の責任において競技に参加すること。
６．自転車は競技に安全に参加できる自転車で、変速機構を有するものでなくてはならない。固定ギヤ及びDHバー等の使用は認めない。
　　 また、前かご・スタンドなど走行時に他車に接触する危険性のある部品や転倒時に危険と思われる部品は取り外し参加すること。ただし、キッズヒルクライムは除く。
７．必ず硬質自転車専用ヘルメットの着用及び安全上、風紀上適切な服装を着用する。なお、ヘルメットについては「JCF・幼児用SG規格」とする。
８．安全上、風紀上適切な服装を着用してください。（着ぐるみ等での参加は出来ません。）
９．大会前日及び当日の受付は行いません。
　　 当日は、参加案内に記載する指定場所において入場チェック（健康チェックシステムの結果画面の提示または体調管理チェックシートの提出と検温・消毒）を行います。事前送

付するナンバーカード・計測チップ・ヘルメットシールを装着し、入場チェック場所にお越しください。
　　なお、ナンバーカード・計測チップをお忘れの場合は、「有料手数料（2,000円/名）」、「人数制限（100名程度）」がありますが、トラブルコーナーにて、当日再発行を行います。
10．会場移動等で一般道を使用の際は、必ず交通法規・マナー等を守ってください。

なお、大会当日の集合時間が朝早い（薄暗い）為、無灯火はやめましょう。
11．新型コロナウイルス感染症等の疫病・地震・風水害・降雪・事件・事故等により、やむを得ない場合、大会内容の縮小や中止の場合があります。
12．必ず受付登録した本人が出走すること。（代理出走等は不可）
13．まえばし赤城山ヒルクライム大会に限り、競技中も原則として左側通行を心がけること。（緊急車両及び運営車両の通過あり。下山８：20から開始するため、対面通行となります。）
14．万が一の場合を除き、急激な斜行や蛇行・急停止等の危険な走行行為はしないこと。
15．危険と思われる箇所や、緊急事態発生時には、必ず大会関係スタッフ等への報告を行い、その指示に従うこと。
16．棄権の場合は、道路左側の安全と思われる位置に待機し、最後尾の収容車を待つこと。
17．まえばし赤城山ヒルクライム大会は、午前11時30分に交通規制が全面解除されます。交通法規等を厳守して下山すること。
18． 下山の際は交通ルールを遵守し（先導車・前走者の追い越し禁止、失格対象）、指定のルートより下山すること。
19． 計測チップはフィニッシュ後に回収地点で必ず返却してください。出走しなかった場合、返却せず誤って持って帰ってしまった場合は事務局までお送りください。返却をしなかっ

た場合や破損等した場合は実費（2,000円）を請求させていただきます。
20．大会運営や他参加者の安全確保に支障をきたすと主催者が判断した場合、競技を中止、または中断させる場合があります。
21．騒音を出しながらの走行は禁止。（外部スピーカ付きオーディオ機器等の持ち込み禁止。）
22．ゴミは全て各自でお持ち帰りください。
23．不正出走が確認された場合は失格とし、順位の繰り上げは行わず空位といたします。

（２）【参加上の注意（申込規約）】
１．主催者は、傷病や紛失、その他の事故に関し、応急処置を除いて一切責任を負いません。
２．自己都合による申込み後の種目変更、キャンセルは出来ません。
３．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。
４．「地震・風水害・降雪・事件・事故等」による中止の場合の参加料返金はいたしません。
　　但し、主催者が特別な事態と判断した時は、その都度、決定します。
５．新型コロナウイルス感染症等による大会中止の場合、参加費は中止を決定した時点までに生じた費用を勘案し、返金の有無、金額等を決定いたします。
６．前記「２・３」、または過剰入金、重複入金の返金はいたしません。
７．大会出場中の映像・写真記事・記録のテレビ、新聞、雑誌、インターネット等への掲載権は主催者に属します。
８．未成年者の参加については、保護者の承諾が必要です。
９．主催者は個人情報の保護法令を厳守し、参加者の個人情報を取り扱います。
10．主催者は、上記の申込規約の他、大会規約に則って開催します。

（３）【参加上の注意（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、記録通知、関連情報の通知、次回大会の案内、記録発表（ランキング等）に利用いたします。
　※主催者もしくは委託先から、申込内容に関する連絡をさせていただくことがあります。
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【入場チェック】
・大会当日、参加者は全員入場チェックを行います。
・入場チェックを受けない参加者については計測を行いませんので必ず入場チェックを受けてください。（場所は10ページを参照）
・入場チェックでは検温・消毒・健康チェックシステムの結果提示を実施いたします。
・健康チェックシステムの利用方法は下記をご確認ください。

●大会中に適用される傷害保険について
　死亡・後遺障害600万円、入院日額5,000円、通院日額3,000円
　※自転車（フレーム・パーツ）の破損・紛失・盗難は保険対象外です。

　※ 新型コロナウイルス感染防止策として、体調管理チェックシートを含む個人情報を取得させていただきます。これらの個人情報は、行政機関・医療機関から要請があった場合に限り、
適切な方法で提出することがありますので、ご了承ください。

（４）【参加上の注意（新型コロナウイルス感染症拡大防止特別申込規約）】
１．新型コロナウイルス感染拡大防止のため、主催者が今後定める全ての規約類及び指示に従わない参加者は、他の参加者の安全確保のため、参加を取り消すことがあります。
２．主催者は参加者の新型コロナウイルスの感染防止に努めますが、万が一感染した場合は責任を負いません。
３．65歳以上の方、基礎疾患を有する方は新型コロナウイルス感染により重症化するリスクが高いことを認識したうえでご参加をお願いいたします。
４．大会２週間前から健康状態を確認し、「健康チェックシステム」に記録を行ってください。システムの使用ができない方は、「体調管理チェックシート」に記入の上、当日提出して
ください。体調管理チェックシートは大会ホームページよりダウンロードしてください。

５．主催者は「健康チェックシステム」等の感染防止上取得した個人情報を大会終了後１か月間保管します。
６．大会終了後14日以内に新型コロナウイルス感染を発症した場合は、主催者に対して速やかに連絡し、同時に濃厚接触者の有無についても報告してください。
７．後日参加者、大会関係者の中から感染者が出た場合には、保健所などの聞き取り調査にご協力いただく場合がございます。
８．参加者が以下の事項に該当する場合は、参加を見合わせていただきます。

・健康チェックシステム（体調管理チェックシート）に該当する症状がある場合。
・37.5度以上の発熱がある場合。（当日入場チェックにて検温を行います）
・せき、痰、のどの痛みなど風邪の症状のある場合。
・倦怠感や息苦しさを感じる場合。
・嗅覚や味覚に異常を感じる場合。
・新型コロナウイルス感染陽性者と濃厚接触のあった場合。
・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合。
・基礎疾患があり、体調に不安のある場合。
・入国者であり、大会当日が日本国厚生労働省の定める検疫規定の自宅待機期間に該当する場合。詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。
※いずれの場合も参加費の返金は行いません。

９．会場ではマスクを着用し（運動中を除く）、こまめな手洗い、アルコール消毒をお願いいたします。
10．他の参加者、主催者スタッフとの距離（できるだけ２ｍ以上）を確保してください。
11．大会当日、山頂行き手荷物預かりを利用しない場合は、各自下山用の防寒着を必ず携行して走行をお願いいたします。
12．会場で飲食を行う場合は、手洗いや消毒を実施したうえで、周囲の人となるべく距離をとり、会話は控えめにするようお願いいたします。
13．大会中は緊急時を除き、会場や沿道において大声での会話、応援はしないでください。

健康チェックシステム利用方法
大会参加者は９月11日（日）～ 25日（日）の期間、毎日ランネットの健康チェックシステムで体調チェックを行ってください。
※ランネット以外でエントリーした方は、同封の健康状態チェックシートに記載し大会当日、受付にご提出ください。

STEP 1
Myページから
体調チェック
を選択

STEP 2
体調チェック
を行う

STEP 3
チェック画面
を会場で提示

ランネットにログイ
ンし、Myページの
「体調チェックシート」
を選択

大会２週間前から、
毎日チェックシート
の回答を入力し、「結
果表示」を選択

入場チェック場所に
てこの画面を提示

チェック対象期間内
に該当症状がある場
合には、この画面が
表示される

※システムの都合上、２週間前からの入力をお願いいたします。

大会参加者必須
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【更衣室・ロッカー・トイレ】　5:00 ～ 14:00
・大会当日は、前橋市民プール２階の更衣室を開放します。更衣室内のロッカー（有料20円/回）も利用できます。
・ロッカーは数に限りがありますので、ご了承ください。
※山頂エリア（白樺純林駐車場：休憩場）には、着替え用に更衣室テントを用意してあります。
・屋外にある簡易トイレの他に「前橋市民プール２階トイレ」の使用ができます。
※前橋合同庁舎内のトイレは使用できません。

【下山パトロール隊募集】
・下山の際、下山グループが安全に下山できるよう、下山補助をしていただく下山パトロール隊（50名程度）を募集します。
・下山パトロール隊は、大会当日の下山待機場所（新坂平駐車場：場所は12ページ参照）にて募集します。
　スタッフから下山パトロール隊への参加をお願いすることがありますので、声掛けがありましたら積極的にご協力ください。

【山頂行き荷物預かり】
・山頂行き荷物預けは、大会当日のみです。混み合いますので、時間に余裕をもってご来場ください。
　（場所は10ページを参照）
・同封の荷物袋に下山用荷物を入れ、荷物袋用シールを貼り付けてください。
下山用荷物は、安全に下山できるリュックサック等に入れた上で、同封の荷物袋にお入れください。（荷物袋は荷物の受渡し
をスムーズに行うために使用するため、荷物袋を肩かけしての下山は危険ですので、おやめください。）

・配布した下山用荷物袋以外のお預かりはいたしません。
※貴重品は、お預かりできませんので、各自で管理してください。
※山頂行き荷物は輸送の都合上「6:10以降」のお預かりはできません。
※一度お預かりした荷物は、山頂まで返却できません。計測チップ等を預けないよう気を付けてください。

【関門・給水所】

・原則、競技時間内にゴール地点（赤城山総合観光案内所）を通過した全員の計測を行います。
　ゴール関門時刻（11：00）までにゴール地点を通過できない場合は、その場で競技中止となり、選手収容バス、自転車回収
コンテナ車輌での収容（回収）となり自力での下山は禁止とします。

　また、大会運営や他参加者の安全確保に支障をきたすと主催者が判断した場合、競技を強制的に中断させる場合があります。
・スタート・ゴール及び各給水所には、救護所を設けてあります。
　救護所では傷害、疾病については応急処置をとりますが、それ以後の処置については各自の責任で対応してください。
・スタート・ゴール及び各給水所では、フロアポンプおよび簡易工具を用意してありますので、パンク修理等で使用される方は申
し出てください。パンク修理用のパッチおよび接着剤も準備しますが、数に限りがあるため各自で準備することをお勧めします。

●下山パトロール隊では、ビブスを着用し以下の配慮を行っていただきます。
　①下山時に隊列の「先頭、中盤、後尾」に入っていただき、隊列を適切な速度で誘導する。（過剰速度の抑制）
　②下山時に危険走行の無いように誘導する。
　③交通規制解除地点（第２南面）以南で隊列が１列になるように誘導する。
※ビブス返却は大会本部までお願いいたします。

地点名称 関門時刻 距　離 標　高 給水所有無 トイレ有無
スタート 記録計測開始地点 － 0km 120m ● ●
第１関門 畜産試験場交差点 8:40 5.6km 361m ●
第２関門 赤城県道旧料金所 9:00 8.9km 545m ● ●
第３関門 姫百合駐車場 10:00 15.1km 1,017m ● ●
第４関門 一杯清水バス停 10:30 18.7km 1,308m ● ●
ゴ ー ル 赤城山総合観光案内所 11:00（競技終了） 20.8km 1,433m ● ●

【記録計測】
・記録計測方法は、エキスパート「グロスタイム」、その他は「ネットタイム」です。
　●グロスタイム＝先頭選手が記録計測開始地点（上細井町交差点約50m北）を通過した時点からの計測
　●ネットタイム＝各個人が記録計測開始地点（上細井町交差点約50m北）を通過した時点からの計測
※計測開始地点は10ページを参照。なお、計測チップは、足首に巻きつけるタイプです。
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【完走証発行】
・完走証はWebにて発行します。
・また、記録速報は「ラップクリップ」で確認できます。
　二次元バーコードもしくは、以下のＵＲＬにアクセスしてください。
■記録速報サイト　https://matrix-sports.jp/lap/
※大会公式ホームページへ当日（9/25）中に仮記録をアップする予定です。

【表彰式】　12：00 ～ 13：00
・各カテゴリー、優勝、準優勝、３位は表彰式を行います。
・メイン会場（場所は10ページ参照）で行います。
〈本大会入賞〉
・各カテゴリーの「優勝～８位」の選手には、賞状・副賞を授与します。
・４位～８位の入賞者へは、総合案内（場所は10ページ参照）にて、賞状・副賞をお渡ししますので、12:00～13:00にお越し
ください。

・各カテゴリー優勝者へは、「チャンピオンジャージ」を授与します。
・各カテゴリー優勝者へは、賞金30,000円を授与します。（ジュニア・キッズは図書カード（5,000円分）を授与します。）
・賞金は後日お振込させていただきます。優勝者には大会終了後に、案内を発送いたします。（図書カードも後日郵送いたしま
す。）

【群馬３大会　「まえばし赤城山ヒルクライム大会」・「榛名山ヒルクライ
ム大会」・「ツール・ド・草津」連携事業抽選会】　

・「ツール・ド・草津」は、草津白根山噴火警戒レベルの引き上げにより一時中止のため、前回大会同様 ｢第12回まえばし赤城
山ヒルクライム大会」、｢第10回榛名山ヒルクライム in 高崎」の２大会全てにエントリーした方の中から抽選で１名様に豪華
賞品をプレゼントします。該当者の方へ、９月中旬にハガキにてお知らせいたしますので、大会当日（9/25）メイン会場内「総
合案内（場所は10ページ参照）」で引換えてください。なお、引換えの際はナンバーカード（ゼッケン）をお持ちください。

【リタイア】
・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、お近くのスタッフに申し出てください。
　事務局の用意する選手収容バスが最後尾にありますので、バスに乗って山頂へ行っていただき、預かり荷物返却場（展望駐
車場）にて荷物を受け取った後、選手収容バスにて下山していただきます。

・競技選手の最後尾には、選手収容バス・自転車回収コンテナトラックが走行します。収容バス・トラックは関門時刻を想定
して走行しており、収容バス・トラックに追いつかれた選手には、スタッフより競技中止の指示をする場合があります。

　その時は、速やかに競技を中止しスタッフの指示に従ってください。
・リタイアした方の自転車は、事務局の用意する自転車回収コンテナトラックで輸送します。預かった自転車の返却はスター
ト会場の回収自転車返却所（場所は10ページを参照）にて行います。概ね12:30頃の返却になる予定です。

※自転車預け荷札半券をご持参ください。

【自力下山不可能（下山収容バス・トラック）】　 10:50を過ぎると山頂からの自力下山はできません 
・交通規制時間の都合上、10:30までにゴール（赤城山総合観光案内所）出来ない方は、下山待機場所（場所は12ページ参照）
最終下山グループ（10:50出発）に間に合わないため、事務局の用意する下山収容バス・トラックにて下山していただきます。
・下山収容バス・トラックには、自力で下山する自信のない方も乗車できます。希望者は、11:15までに選手収容バス待機場所
にてスタッフに申し出てください。（場所は12ページ参照）
・下山収容バス・トラックは、交通規制解除時間（11:30）を目安に下山待機場所を出発しますので、スタート会場への到着（帰
着）は12:30頃になる予定です。

【特別賞】　9:30～14:00
・特別賞として「遠来賞・高齢者賞・ラッキー賞」を差し上げます。該当者の方へ９月中旬にハガキにてお知らせいたします
ので、大会当日（9/25）メイン会場内「総合案内（場所は10ページ参照）」で引換えてください。なお、引換えの際はナンバー
カード（ゼッケン）をお持ちください。
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【無料シャトルバス】　〈９月25日（日）　大会当日〉
・スタート会場（前橋市民プール西駐車場）と各駐車場を結ぶ無料シャトルバスを運行します。
・事前予約等の必要はありません。
　また、自転車を輪行していただくことも可能です。（完成車状態では、シャトルバスに乗せられません。）
※シャトルバス発着場については、８ページ、10ページ参照

本大会参加者へ「赤城山（大洞地区山頂エリア・コース周辺エリア）」及び「当日物販エリア」で
使用できる「おもてなし券」、「富士見温泉 ご優待券」を事前に配布しております。（８月中旬頃）

［おもてなし券］
●使用期間
・令和４年８月中旬～10月31日（月）
●注意事項
・現金との引換えは出来ません。また、釣銭は出ません。
・参加選手以外（家族等）の使用も可能です。

・ 本券（1,000円券）の再発行
はいたしません。
●使用可能店舗
・大洞地区山頂エリア（18店舗）
・道の駅「ふじみ」・富士見温泉
・当日出店エリア

【参加者特典「おもてなし券」「富士見温泉 ご優待券」】

［富士見温泉　見晴らしの湯　ふれあい館「日帰り温泉ご優待券」］
●使用期間
・令和４年８月中旬～11月30日（水）

市民プール
西駐車場

群馬県立県民
健康科学大学

前橋総合
福祉会館

ばら園
「河川敷」

ばら園
「研修会館跡」

市民プール
西駐車場

  5：00   5：10   5：00   5：00

  9：00
10：00
11：00
12：30
13：30
14：30

  9：10
10：10
11：10
12：40
13：40
14：40

  9：20
10：20
11：20
12：50
13：50
14：50

  9：35
10：35
11：35
13：05
14：05
15：05

  9：40
10：40
11：40
13：10
14：10
15：10

  9：50
10：50
11：50
13：20
14：20
15：20

※９:00以降「無料シャトルバス経路」
　①市民プール西駐車場→②群馬県立県民健康科学大学→③前橋市総合福祉会館→④ばら園「河川敷」→⑤ばら園「研修会館跡」
の順で巡回します。

まえばし赤城山ヒルクライム大会実行委員会

500円

お釣りは出ませんお釣りは出ません
再発行いたしません再発行いたしません

有効期限

令和４年10月31日

赤城山ヒルクライム

H I L LH I L L
CLIMBCLIMB
まえばし赤城山ヒルクライム大会2022

M t . A K A G I

SU
N.2022.9.25
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【当日駐車場】　〈９月25日（日）　大会当日〉　※場所は９、10ページ参照
・大会申込時に「駐車場を利用する」と申し込まれた方へは、参加案内（本紙）にあわせて、駐車券を同封しております。
　駐車場利用時の注意事項と案内図は、駐車券裏面をご覧ください。
・大会当日９月25日（日）の駐車券の申込みしていない方は、ばら園臨時（敷島公園河川敷）駐車場をご利用ください。

サッカーラグビー場
利根川

ばら園臨時駐車場（敷島公園河川敷）

敷島公園ばら園

シャトルバス
発着所

敷島公園
（松林）

敷島野球場

シャトルバス
発着所

ばら園臨時（研修会館跡）

敷島老人福祉センター

群馬県
水産試験場

敷島公園（松林）

敷島公園ばら園

シャトルバス
発着所

桃ノ木川

群馬県立県民健康科学大学

群馬県衛生環境研究所
シャトルバス
発着所

前橋市総合福祉会館

防災の星野日吉体育館

ばら園臨時（敷島公園河川敷） ばら園臨時（研修会館跡）

群馬県立県民健康科学大学 前橋市総合福祉会館・防災の星野日吉体育館
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駐車場のご案内

・大会当日の日の出時間は午前５時30分頃です。会場（前橋合同庁舎）へ向かう際は、大変危険ですので必ずヘッドライトを
つけてください。

・大会当日早朝、スタート会場へ向かうルート上へボランティアを配置し、選手の皆さんを誘導していただきます。指示に従っ
て、スタート会場へお越しください。

・大会当日、スタート会場（前橋合同庁舎エリア）付近への自家用車等の乗り入れはご遠慮ください。
　スタート会場周辺での自転車の積み下ろしは、渋滞の原因になりますので禁止します。
・駐車場は、空きスペースがある場合、駐車券をお持ちでない方（選手）も駐車可能です。警備員の指示に従ってください。
・ベースボールパークファースト北部運動場  「東側駐車場」については、10ページを参照してください。
※大会当日、駐車券をお忘れになると、駐車場内へ入れませんのでご注意ください。また、駐車の際は、駐車券を車両のフロ
ントガラス（見えやすい位置）に掲示してください。

※キッズヒルクライム駐車場ご利用の方 
・ゴール後、ゴール地点にて保護者様に引き渡しをする選手の場合、6:30より県道４号線の交通規制が始まるため、6:30以前
にしおざわ整形外科クリニックを出発し、道の駅ふじみ駐車場（場所は14ページ参照）へお車で移動をお願いいたします。

・ゴール地点に到着した保護者の方は選手収容バス待機場所（株式会社エコ・ディスタンス）（場所は14ページ参照）にて待機
をお願いいたします。

ばら園臨時（研修会館跡）
4：00-17：00（駐車券必要）

ばら園臨時（敷島公園河川敷）
4：00-17：00（駐車券必要）

老人ホームかまくら
4：00-17：00（駐車券必要）

しおざわ整形外科クリニック
4：00-17：00（駐車券必要）

キッズヒルクライム

群馬県立県民健康科学大学
4：00-17：00（駐車券必要）

前橋市総合福祉会館・防災の星野日吉体育館
4：00-17：00（駐車券必要）

道の駅
よしおか温泉

道の駅
ぐりーんふらわー
牧場・大胡

ばら園

荒牧町 青柳町

P

P

P
P

PP

市立前橋高校

前橋合同庁舎
（スタート会場）

ぐんま
そうじゃ

前橋市役所

日本トーター
グリーンドーム前橋

まえばし

まえばし
おおしま

しんまえばし
前橋
I.C

ち
ゅ
う
お
う

ま
え
ば
し じ

ょ
う
と
う

み
つ
ま
た

か
た
か
い

か
み
い
ず
み

あ
か
さ
か

し
ん
ぞ
う

け
っ
か
ん
セ
ン
タ
ー

上細井町

千代田町三丁目

総合福祉会館東

三俣町

スタート会場周辺の商業施設等への無断駐車はご遠慮ください。
必ず指定の駐車場をご利用ください。
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９月25日（日）　スタート会場（前橋合同庁舎エリア）

①
②
③
④

ベースボールパークファースト
北部運動場

ベースボールパークファースト
北部運動場

当日の流れ

Ｍ

Ｌ

Ｋ
Ｊ

Ｉ

Ｄ

Ａ

Ｃ

Ｂ

Ｎ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

職員駐車場職員駐車場

メイン会場

前橋合同庁舎前橋合同庁舎

ベースボールパークファースト
北部運動場「東側駐車場」
4：00-17：00（駐車券必要）

野球
グラウンド
野球

グラウンド

前橋市民プール前橋市民プール

サッカー
グラウンド
サッカー
グラウンド

※「　　」スタート後、
　記録計測開始地点手
　前までパレード走行
　となります。

※「　　」スタート後、
　記録計測開始地点手
　前までパレード走行
　となります。

①スタート会場入口より入場
②山頂行き荷物を預ける（D）
③入場チェックを受ける（L）
④整列（M）
※キッズヒルクライムは山頂行き
荷物預けがないため、③④のみ。
駐車場から直接、入場チェック
場所へお越しください。

各駐車場→スタート会場ルートスタート会場
入口

①号車 ゼッケン
②号車 ゼッケン
③号車 ゼッケン
④号車 ゼッケン

№1 ～500
№501 ～1000
№1001～1500
№1501～2000
　　　（招待者）

荷物預かりコンテナ

スタート会場周辺への自家用車等の乗り入れはご遠慮ください。自転車の積み下ろしは、渋滞の原
因になります。※スタート会場周辺は5:00頃から一部交通規制が開始されます。
また、競技終了後、スタート会場周辺のスーパー、商業施設等駐車場への迷惑駐車はおやめくださ
い。大会当日は必ず指定駐車場をご利用いただき、楽しい大会運営ができるよう皆様のご協力をお
願いいたします。

A 無料シャトルバス発着所（運行時間はP.7参照）
B 選手収容（下山収容）バス到着所
C 回収自転車返却所
D 山頂行き荷物預かりコンテナ（５:00 ～ ６:10）
E 更衣室・ロッカー（５:00 ～ 14:00）
F 大会本部・救護所
G 給水所・メカニックサービス・鍼灸サービス

H トラブルコーナー
I 報道受付・総合案内
J 表彰式会場
K スタートゲート
L 入場チェック（５:00 ～ ６:50）
M 選手整列場所（詳細はP.11参照）
N 記録計測開始地点（上細井町交差点約50m北）
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スタート時間・整列場所

整列時の注意事項
・スタート時刻に間に合わなかった方は第10グループで
出走してください。

スタートゲート

メイン会場

前橋合同庁舎前橋合同庁舎

2-12-1

2-22-2

ＪＢＣＦ Ｐ１・Ｅ１ＪＢＣＦ Ｐ１・Ｅ１

1（エキスパート）1（エキスパート）

前橋市民プール前橋市民プール

入場チェック
場所

入場チェック
場所

荷物預り
コンテナ
荷物預り
コンテナ

３
４

５
６（キッズ）

７
８

９
10

整列場所
ベースボールパークファースト

北部運動場

整列場所
ベースボールパークファースト

北部運動場

2022

②
一般男子Ｄ(50～59歳)

201グループ

START　7:10　

競輪の補助事業

2022

①
一般男子Ｄ(50～59歳)

１グループ

START　7:05　

競輪の補助事業

整列場所 スタートグループ スタート時刻 ゼッケン
ＪＢＣＦ Ｐ１・Ｅ１ 7：00

1 第１グループ（エキスパート） 7：05 １～67
2 第２グループ 7：10 68～307
3 第３グループ 7：15 308～547
4 第４グループ 7：20 548～786
5 第５グループ 7：25 787～1026
6 第６グループ（キッズ） 7：30 2001～2028
7 第７グループ 7：35 1027～1265
8 第８グループ 7：40 1266～1506
9 第９グループ 7：45 1507～1747
10 第10グループ 7：50 1748～1993
※申告タイム順でのスタート（整列）です。
整列場所はナンバーカードに記載しましたので、ご確
認ください。
なお、グループ毎にスタートします。

（一般枠ゼッケン）

※ ゼッケンのスポンサーは、株式会社NSP群馬、サンヨー食品株式会社、
群馬ヤクルト販売株式会社となります。
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荷物返却・下山方法

下山出発時間（12グループ）

8:20 8:30 8:40 8:50
9:00 9:10 9:20 9:35
9:50 10:10 10:30 10:50

下山時間のご案内

　下山待機場所（新坂平駐車場）集合後は、グループで下山していただきます。
　下山グループは「８:20 ～ 10:50」までの間に10～20分刻み（12グループ）で
出発します。
　選手の皆さんは、いずれかのグループで下山してください。
※１）中学生の自力下山は禁止です。事務局の用意する下山収容バス・コンテナに

て下山してください。
また、自力で下山する自信のない方も乗車可能です。スタッフへお申し出く
ださい。

※２）最終下山グループ（10：50出発）に間に合わなかった方は、下山収容バス・
コンテナにて下山しください。

10:50（最終下山）に間に合わ
なかった方は下山収容バス・
トラックでの下山になります

P
P

P荷物返却場所（展望駐車場）

選手収容バス待機場所

下山待機場所（新坂平駐車場）

ゴール地点（赤城山総合観光案内所）

休憩所（白樺純林駐車場）

②荷物受取後は、休憩所
　（白樺純林駐車場）へ移動

④下山グループ毎に下山

「ゴール → 荷物返却場所 → 休憩所」
走行ルート

「休憩所 → 下山待機場所」
走行ルート

「下山時」
走行ルート

③休憩（着替え等）を終えたら
下山待機場所（新坂平駐車
場）へ移動

①ゴール後は、荷物返却場所（展望駐車場）へ移動
荷物を預けない方は、下山待機場所（新坂平駐車
場）へ移動してください。

ゴール地点→荷物返却場所→休憩所
休憩所→下山待機場所
下山待機場所→スタート地点

休憩所（白樺純林駐車場）では給水所、
更衣室（テント）を用意しております。
※荷物返却所（展望駐車場）には、休
憩スペースは設けないため、荷物受
取後は、すみやかに休憩所（白樺純
林駐車場）へ移動をお願いします。
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下山ルート

・第２関門（赤城県道旧料金所）以南は、交通規制が解除されています。交通規則を守り「スピードの出し
すぎ・急ブレーキ」には、十分注意してください。

上武道路

上武道路

鳥取

小神明

上武上細井

畜産試験場

時沢神社前

時沢小学校前

小暮

時沢

県道４号線（赤城県道）下山について
は、交通規制解除後のため、交通ルー
ル（スピードの出し過ぎ注意・制限
速度厳守）に従い下山を行います。

９/25（日）６：30～８：30は「上
武上細井」前橋赤城線（県道４
号線）へは降りられません。た
だし、規制解除広報車両が通
過しだい規制解除。
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キッズヒルクライム下山方法

・キッズヒルクライム参加者の自力下山は禁止です。
　「選手収容バスにてスタート会場へ下山」または、「保護者の方への引き渡し」となります。
・保護者の方への引き渡しの場合、選手収容バス待機場所（株式会社エコ・ディスタンス）にて引き渡しを行いますので、保
護者の方は選手収容バス待機場所の大会スタッフにお声がけください。

・選手収容バスに乗車した場合、スタート会場の選手収容（下山収容）バス到着所（10ページ：スタート会場図参照）にバス
が到着いたします。

ゴール後は、交通規制が
されていないため、自転車
を押して、歩道を歩いて移
動をお願いします。

①ゴール後は、選手収容バス待機場所
（株式会社エコ・ディスタンス）へ移
動。保護者の方への引き渡しも、この
場所で実施します。

②保護者へ選手を引き渡した後、
保護者駐車場へ移動。

ゴール地点（畜産試験場交差点）

P 保護者駐車場（道の駅ふじみ）

選手収容バス待機場所
（株式会社エコ・ディスタンス）

赤
城
白
川

群馬県畜産試験場

竜門公園

さくらカフェ

林牧場群馬県馬事公苑
石井三区
ふるさと公園

富士見温泉
見晴らしの湯 ふれあい館

前橋市立白川小
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出店ブース一覧
№ 出店区分 商号又は名称 出　店　内　容

1 協賛出店 富士スバル㈱ 車展示

2 協賛出店 前橋市農業協同組合 農産物販売

3 協賛出店 株式会社ウェイブワン 服飾

4 協賛出店 スポーツキッド
（株式会社ウィズキッド） ［物品販売］サイクルウェア・自転車パーツ

5 協賛出店 株式会社ケイドリームス ［物品販売・各種PR］服飾

6 協賛出店 群馬日産グループ 車展示

7 特別出店
（赤城恵） ㈲はなぶさ有機農園 かき氷

8 特別出店
（商店街）

ステーキ＆ハンバーグGGC
（有限会社HAPPY ISLAND） ステーキ串・ハンバーガー

9 特別出店
（商店街） 有限会社中川漬物 ウメジュース、漬物、せんべい、ペットボトル飲料

10 特別出店
（ようこそまえばし） 株式会社上州ミート 揚げ物類、串焼き、焼き物

11 特別出店
（ようこそまえばし） ロングサンドホテル　シェスナガ 弁当・缶ジュース・生ビール

12 特別出店
（ようこそまえばし） 株式会社登利平 弁当（鳥めし他）

13 特別出店
（物産振） 鉄板大将 たこ焼き、焼きそば、お好み焼き、スノーアイス

14 特別出店
（物産振） 有限会社グローバルファクトリー お弁当

15 特別出店
（物産振） JAファーマーズ朝日町 お弁当、ジュース

16 特別出店
（物産振） 山海酒屋　山人 【キッチンカー】炙り豚

17 特別出店
（物産振） なる花 【キッチンカー】ポテト・かき氷・広島焼

18 特別出店
（物産振） HUTTE HAYASHI 【キッチンカー】豚肉、ウィンナー

19 特別出店
（物産振） 赤城フーズ㈱ カリカリ梅

20 一般出店 株式会社アリスト MEDALISTサプリメント・エナジージェル

21 一般出店 株式会社ヴィプロス チェーンオイル・クリーナー

22 一般出店 株式会社バレット スポーツ・自転車用品・アクセサリー

※出店内容は変更する場合がございますので、ご了承ください。
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□ ナンバーカード（ゼッケン）、計測チップ
□ 参加案内（この冊子）
□ ジャージ・上下
□ ヘルメット、グローブ、シューズ、サングラス
□ ヘッドライト　※大会当日会場に来るときに使用
□ 着替え
□ 下山用防寒着　※赤城の山頂は摂氏５度なんてことも…
□ 宿泊セット（宿泊先予約表など）
□ 筆記用具、マジック、カッターナイフ、ハサミ
□ ごみ袋、レジ袋　※濡れたジャージを入れるなど大活躍
□ 傘や雨具
□ 財布、保険証の写し
□ 時計
□ 携帯電話
□ 補給食

□ 飲料・ボトル
□ 自転車本体
□ 交換用チューブ、パンク修理キット
□ 自転車用工具、フロアポンプ
□ その他補修パーツ
□ その他工具
　 ※ 用意できないモノは購入するか、チームメイトから借

りましょう。

□ 輪行袋
□ ペダル
□ クイックリリース

□ ホイール
□ サドル＋シートポスト
□ サイクルコンピュータ 

分解するなら忘れずに！

持ち物チェックリスト

【開催中止時のお知らせ】
　大会開催時における新型コロナウイルス感染症の状況により、大会を縮小または中止する場合があります。
大会を中止等する場合は大会公式ホームページ（http://akg-hc.jp/）にてお知らせいたします。
・大会中止基準について
　以下の場合には大会を中止いたします。
　① 大会当日が政府及び行政機関から発せられる緊急事態措置等の発令期間に該当し、本大会が自粛要件に該

当した場合。
　②群馬県、前橋市からイベントの中止が要請された場合。
　③国内感染状況や感染拡大リスクを踏まえ、安全な開催が困難であると実行委員会が判断した場合。
・大会中止時の参加費返金について
　新型コロナウイルス感染症による大会中止の場合、参加費は中止を決定した時点までに生じた費用を勘案し、返金の有無、
金額等を決定いたします。
・荒天または災害などで大会の開催を中止する場合は、以下のとおり発表いたします。
　①大会当日の４:30頃に大会公式ホームページ（http://www.akg-hc.jp）に掲示（二次元バーコード参照）
　②大会当日の５:59頃にFMぐんま（86.3MHz）にて放送をいたします。
　③前橋市ホームページに掲示
※大会当日はお電話でのお問い合わせには対応できませんのでご了承ください。
※ 大会に関する重要事項等については、大会公式ホームページ（http://www.akg-hc.jp/）、ＳＮＳ（公式ツイッター＠akghc)
等でお知らせします。

  大 会に関するお問い合わせ  

〒371-0051
まえばし赤城山ヒルクライム大会実行委員会事務局
群馬県前橋市上細井町2192
TEL：027－289－4764
TEL：080－9281－9424（大会当日緊急連絡先）
（前橋市まちづくり公社　スポーツ健康部　スポーツ振興課）
８：30～17：15
※土・日・祝日を除く

事務局からのお願い

試走に訪れる皆様へお願い

自転車の盗難防止について
　最近、自転車競技の会場で自転車の盗難事故が多発しております。
　誠に残念ながら、過去のまえばし赤城山ヒルクライム大会でも数件
の自転車盗難事故が発生いたしました。

※ 実行委員会でも再発防止策として、会場警備の強化・防犯カメラの
設置等を検討しており
ますが、各自、自転車
を離れるときは盗難防
止対策を施し十分にご
注意ください。繰り返し、
みなさまへ交通ルー
ル・マナーの向上ご協
力お願いいたします。

　みなさん、こんにちは。第12回まえばし赤城山ヒルクライム大会
にご参加いただき、ありがとうございます。
　まえばし赤城山ヒルクライム大会をより良くしていくためにみな
さんにお願いがあります。
⑴①大会アンケート　②ランネットの大会レポの投稿
にご協力をお願いします。皆さんから喜びのコメン
トをいただけるとより良い大会を行う気力が湧いて
きます。是非、アンケート＆大会レポにご協力をお
願いします。
⑵道路（コース）上への落書きは、絶対にやめてください。
道路上への落書き（ペイント等）は、道路法第43条（道路に関す
る禁止行為）に該当します。絶対におやめくださいますようみな
さまのご協力をお願いします。

　赤城山へ訪れるライダーの方々へ下記事項について十分にご注意
いただきますようお願いします。

・スピードの出しすぎは大変危険です十分に減速してください。
・並列走行禁止２台以上並んでの走行は禁止されています。
・必ず夜間はライト・反射材を付けてください。
・歩行者、自動車、バイク等と譲り合いの気持ちを持ってください。
・赤城山の環境美化等積極的にご協力お願いいたします。
・ 給水はこまめに取り、体調管理に気を付けてください。無理は禁
物です。

  

自転車盗難防止対策自転車盗難防止対策
・防犯登録をする
・固定物にカギをかける
・短時間でも必ずツーロック

まえばし赤城山ヒルクライム大会実行委員会
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