
１.　大会名称　　 芋×芋ヒルクライムタイムトライアル
２.　日　　時　　2020 年 3 月 20 日 ( 祝 )
３.　会　　場　　吉野千股せせらぎ公園
４.　主　　催　　NPO 法人スポーツサイクリング FABU project
５.　協　　力　　日本スポーツ振興センター
６.　開催概要　　吉野側から芋峠までの距離約 4.1km、標高差約 249m、第 1 ヒート。明日香側下り栢森から芋峠までの距離約
3.3km、標高差約 253m の第 2 ヒートを行い合計タイム ( 距離合計 7.4km、標高差 502m) で順位を競います。スタートは 1 名
づつの TT 方式で行い、公道利用の交通ルールに従った走行で行ないます。競技終了後は芋峠にちなみ芋煮会を行います。芋煮会、
表彰式は中止　
７.　表　　彰　　 総合 1 位から 6 位に賞状。クラス別 1 位から 3 位に賞状。FABU サイクルチャレンジポイント獲得
８.　募集期間　　2020 年 1 月 15 日から
９.　募集人数　　男子、女子、計 70 名／中学生以上で年齢制限無し
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車両規定／ブレーキ制動、ホイール装着など安全に走行できる自転車
　　　　　ロードレーサー・クロスバイク・小径車・MTB
使用禁止のハンドルおよび付属品／ DH ハンドル・トライアスロンバー・スピナッチ（MTB バーエンドは可）
安全装備／サイクル用ヘルメット (JCF 未公認可能 )・グローブ

男子

女子

カテゴリー 規　定 参加料 参加資格

3,500 円
FABU 会員 :2,900 円

2,900 円

中学生以上で年齢制限無し

中学生以上で年齢制限無し

欄外に車両規定

注意説明

芋×芋ヒルクライムタイムトライアル開催要項

受付会場：吉野千股せせらぎ公園 ( 駐車場は吉野川河原駐車場を利用してください。最終ページ地図参照  )
受付：7:00 〜
　　　参加証を受付に提出しゼッケンセット（腰後部用布ゼッケン、ヘルメット用ゼッケン）と計測チップを受け取ってください。
スタート 1： 受付終了後、7:20 より注意事項の説明があり、その後 7:30 よりスタート開始。
スタート 2： 明日香側へ下山後、8:30 より任意スタート開始。
芋煮会：下山後に千股せせらぎ公園にて行います。→中止します
表彰式：芋煮会に引き続き行います。中止します。発表はホームページで

FABU Cycle Challenge

千股せせらぎ公園
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芋峠

新型コロナウイルスにより内容を変更して実施します。参加されます方は自己責任においてご参加ください。また事前に発熱等の症状がある
方は不参加としてください。できましたら受付にはマスクを着用にておこしください。応援者は参加しないようお願いいたします。芋煮会、
表彰式は中止いたします。結果発表はホームページと参加者へご連絡いたします。



大会ルール／本大会は本大会特別競技ルールによって実施します。
◎スタート 1 はゼッケン順に 7:30 より 10 秒間隔でスタートします。選手の出走時間はあらかじめ決められています。その時間
にスタートしてください。
◎ 1 ヒートゴール後は速やかに明日香側に下山してください。
◎スタート 2 は明日香栢森より、スタート順は任意で 8:30 より一人目がスタートします。係員の指示に従ってください。
◎両スタート共ゴールは芋峠ピークで計測チップによりタイムを計測します。指定の通過ラインを通過していないとタイム計測は
できません。
◎交通規制はしていません、公道利用の交通ルールに従った走行をしてください。
◎ラスト 500m、200m、100m の残り距離表示をします。
◎競技中、参加者は他の参加者を追い抜く場合、声をかけ原則的に右側から追い抜いて下さい。
◎悪路に遭遇し斜行する場合は後方の確認を必ず行ってください。
◎下山は順次交通ルールに従った走行で下山してください。
◎公道を走行しますので交通ルールに則って走行して下さい。
◎携帯したもの ( ボトル等 ) をコース上およびその周辺に破棄する事を禁止します。
◎車検は行ないません。車両規定に則って各自責任を持って、整備された自転車を用いて参加してください。
◎主催者が危険と判断した参加者やレースに支障をきたす改造車両を発見した場合は出走を 中止させていただきます。

スタート2

ゴール

スタート1

スタート２

芋峠

栢森

栢森

千股

１ページに記載
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◇参加上の注意事項
◎荷物受付預かり可能です。
◎荷物のゴール地点への配送はありません。
◎ゼッケン取付け位置：ヘルメットゼッケンは前面に貼り付け。布ゼッケンは腰後ろに安全ピンで取付け。
◎計測チップはフロントフォークにマジックテープによりしっかりと取付けてください。
◎トイレはコース上にはありません。レース前にせせらぎ公園のトイレを利用ください。
◎走行は十分留意し、参加者同士ルールを守り、事故を起こさないようにしましょう。
◎競技中、練習中を問わずヘルメット及び手袋の着用を義務づけます。
◎計測チップは 2 ヒートゴール後に回収します。チップ紛失は 10,000 円を負担願います。
◎ゴミ袋は各自持参し、コース及び周辺の美化に努め各自［ゴミ］は必ず地元にお持ち帰りください。
◎自動車の駐車は吉野川河原駐車場をご利用下さい。
◎体調不良等で途中棄権する事が出来ます。
◎当日エントリーはありません。

◇個人情報について
◎参加者から頂いた情報は、参加者とのご連絡をとるために使用させて頂く他、最新情報連絡のために利用する場合が有ります。
◎参加者から頂いた情報は、法令に基づく場合や参加者の事前の承認・同意を得た場合を除き第三者に提供・開示することはあり
ません。
◎主催者が取得・保存している参加者のデータは、漏洩の防止に努め常に安全に管理いたします。

◇同意事項
◎参加者は傷病、事故、紛失等に対し、自己の責任においてイベントに参加します。
◎参加者又は保護者（参加者が未成年の場合）は、本イベントへの参加を承諾し、本大会の規則従うことにに同意します。
◎イベント開催中、開催後に傷病が発生した場合、主催者の責任を問いません。
◎イベント開催中の事故、紛失、傷病等に関し、主催者・イベント関係者イベント利用施設の責任を免除し、損害賠償等の請求を
行いません。
◎イベント参加中に発生した事故、損害等につきましては、主催者が契約する保険の範囲内での補償内容を承諾します。（補償内容
が十分でないと判断された方は、各自で保険にご加入下さい。）
◎参加者の過失により、主催者とイベント関係施設・機材等に損害を与えた場合はその損害について弁償します。
◎本イベントの規則および諸注意事項とイベント関係者の指示に従います。 
◎イベントの映像・写真・記事・記録等の掲載権・使用権は主催者に有る事を承諾します。
◎イベントは、雨天決行しますが、天候状況・地震・事故・疫病等による開催縮小・中止の決定は、主催者が判断することを承諾します。
◎地震・風水害・事件・事故・荒天（降雪、降雨、強風、雷等）・疫病その他の理由で、大会開催を中止・中断する場合があります。
その際の参加料の返金はありません。
◎本同意事項の他、主催者が別途定める各種規約に則ります。
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FABU cycle Challenge 獲得ポイント

参加ポイント

総合とクラス別で同じ参加者が権利を得た場合は、どちらかのポイントの高い
方を獲得ポイントとする。

年間の獲得ポイント合計上位 3 名は、次年の FABU 年間イベントに招待選手で
参加できます。

ヘルメット用ゼッケン取付け位置

ヘルメット前面に貼り付けて下さ
い。競技中取れないようにつけて下
さい。スタート組により色分けしま
す。

061061
腰後部に安全ピンで取り
付け

腰ゼッケンは腰後部に安
全ピンで 2 箇所留めで取
り付けてください。

計測チップ取付け位置

フロントフォークに付属の
マジックテープでしっかり
取り付けて下さい。左右ど
ちらでも結構です。脱落は
危険ですのでしっかり固定
しているか確認して下さ
い。計測チップはゴールで
返却して下さい。



奈良県広域消防組合吉野消防署　0746-32-1011
吉野広域行政組合消防本部　0746-32-1011
南和広域医療組合 吉野病院　0746-32-4321
南奈良総合医療センター　0747-54-5000

◇お問い合わせ
特定非営利活動法人
スポーツサイクリング FABU project
代表　上嶋祥友
〒 635-0087 奈良県大和高田市内本町 6-7　2F
電話　0745-23-8822
FAX　0745-22-8033（24 時間）
携帯 090-3707-1852
メール　info@fa-bu.com
ホームページ　http://www.fa-bu.com/
Facebook　https://www.facebook.com/fabuproject

◇大会中止連絡
天候等により大会中止の場合は午前 5 時に主催者より大
会関係者に連絡し、同時に各関係機関への連絡も行う。

◇スポーツ傷害保険
参加者全員を対象に傷害保険（通院日数× 2,500 円、
入院日数× 5,000 円、死亡後遺症障害 500 万円）に加
入しています。 この補償内容で不十分な方は、各自で別
途加入してください。 
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吉野町役場

受付
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車でお越しの方は吉野川河原駐車場をご利用ください。国道169号沿い南
都銀行上市支店東側の吉野町役場前バス停より河原に降りられます。

◎

南都銀行上市支店

吉野町役場バス停

吉野町役場

桜橋
吉野川河原駐車場


