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◆スケジュール 

大会前日 9月10日（土） 

12:00 駐車場オープン 

14:00～17:00 前日受付（メイン会場） 

大会当日 9月11日（日） 

6:00 駐車場オープン 

6:15 メイン会場オープン 

7:00 下山用荷物預かり開始 

8:00 
万座ハイウェー下り線交通規制開始 

フィニッシュ行き下山用荷物預かり締切 

8:30 開会式 

8:45 三原地区・万座ハイウェー全線交通規制開始 

8:50～ グリッド整列開始 

9:00～ スタート（エキスパート・一般の部） 

9:15～ スタート（ファンライドの部） 

9:30 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） 

12:30～ 表彰式開始／お楽しみ抽選会 

12:45 フィニッシュゲート閉鎖 

13:00 最終パック下山開始（エキスパート・一般の部 

13:45 万座ハイウェー交通規制解除 

※当日受付は原則としてありません。 
※西武トラベル宿泊プランからエントリーされた方は、各ホテルにて受付してください。（レイトエン
トリー含む） 
※レイトエントリーの方は、選手相談所までお越しください。 
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 「嬬恋キャベツヒルクライム２０１６」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まして、休止しておりましたが、サイクリストからの
強い要望を受け、関係する皆様方のご理解とご努力によりまして、このたび村の特産物をネーミ
ングした「嬬恋キャベツヒルクライム」として新たな出発を遂げることとなったものであります。 
 この嬬恋村は、気温・湿度が避暑に最適なことから浅間高原一帯には、約９０００棟の別荘が
建ち並び、また豊富な温泉と相まって四季折々のレクリエーションが楽しめるレジャー施設が点
在し、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。 
 さらに夏秋キャベツの生産では日本一を誇り、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、毎年７月には「キャベツマラソン」を開催しており、約３５００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。 
 ぜひ、このヒルクライム大会にご参加いただいた皆様方にも、本村の豊かな自然環境の中で、
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ければと存じます。 
 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 

 日増しに秋の深まりを感じる今日この頃、「嬬恋キャベツヒルクライム2016」が多くのサイ
クリストの皆様のご参加により開催できますことに対して、厚く御礼申し上げます。 
 「嬬恋・万座ハイウェーヒルクライム」という名称で2012年に誕生した本大会は、2年のブ
ランクを経て、本年より「嬬恋キャベツヒルクライム」としてリニューアルし、復活を遂げまし
た。ここ嬬恋村の名産品として全国的にも名高い「キャベツ」を掲げたのは、サイクリストの
方々にとってより一層馴染み深い大会になればという想いを込めてであります。ハイウェー内に
あったスタート地点も今大会より、村民の皆様が暮らしておられる三原地区内となり、参加者と
地域の方々が一体となった大会作りを目指しております。 
 標高差1012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自転車専用道となった貴重なコースを、ビギナーもベ
テランも老いも若きもぜひ楽しんでください。 
 最後になりますが、大会開催にご支援賜りました関係各位、大会を支えていただきますボラン
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、心より感謝申
し上げます。 

大会実行副委員長 
産経新聞社常務取締役サンケイスポーツ代表 
 

片山 雅文 
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団長安田（安田大サーカス ） 

1974年生まれ。  
2001年にクロちゃん、HIROと3人で安田大サーカスを結成してブレイク。 
趣味はロードバイクやサッカー、トライアスロンなど。 
全国各地の自転車イベントやレースに参戦するほか、2012年9月、番組
企画で実業団の入団テストに芸人として初めて合格する等幅広く活躍中。 

NIPPO・ヴィーニファンティーニ 
2015シーズンから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。 

山本 元喜 

1991年11月19日生まれ、24歳。奈良県出身。 
高校時代から自転車競技を始め、鹿屋体育大学自転車競技部に所属し、大学
在学中にU23全日本選手権ロードレース優勝、ツール・ド・北海道で2度の
区間優勝をあげる。2014年ヴィーニファンティーニ・NIPPOでプロデ
ビューし、同年の全日本選手権ロードレースで3位入賞。2016年は世界三大
ツールであるジロ・デ・イタリアに初出場。チームの好成績に貢献しながら、
日本人として史上5人目となる完走を果たす。アタックを仕掛けて、逃げに乗
るのが持ち味。 

小石 祐馬 

1993年9月15日生まれ、22歳。京都府出身。 
アメリカで学生時代を過ごし、そこで自転車競技を始めたのち、帰国後はお
もにベルギーを拠点にして活動した。2015年U23アジア選手権ロードレー
ス優勝、U23全日本選手権タイムトライアル優勝。U23日本ナショナルチー
ムの一員としても活躍し、2016年よりNIPPO・ヴィーニファンティーニに
所属。年々、登坂力に優れたオールラウンダーとして、成長を遂げている。 

大門 宏 監督 

1962年生まれ、石川県出身。 
北陸の名門金沢高校から中京大学に進学。大学卒業後にプロデビューを果た
し、現役時代はおもにスイスやイタリアなどを拠点としてヨーロッパで活動
した。1991年より現在のチームの前身となるチーム日本鋪道に加入。
1992年バルセロナ五輪トラック・ポイントレース日本代表。1995年より
監督業を始め、チームの活動の場をヨーロッパへと広げる。日本ナショナル
チームの監督としても活躍し、これまでに多くの日本人トッププロ選手を輩
出。現在は、監督業だけでなく、チームのマネジメントも行い、日本の若手
選手を育成するための環境整備にも注力する。 3 



■実行・企画委員会

1 実行委員長 熊川 栄 嬬恋村村長
2 実行副委員長 片山 雅文 産経新聞社常務取締役サンケイスポーツ代表
3 大会顧問 熊川　一 嬬恋村議会議長
4 大会顧問 松本 義正 嬬恋村農業協同組合代表理事組合長
5 大会顧問 徳永 清久 ㈱プリンスホテル　執行役員　長野・群馬・東北統括総支配人
6 大会顧問 土田 和広 産経新聞社東京本社サンケイスポーツ営業局長
7 大会顧問 吉川 達郎 産経新聞社東京本社サンケイスポーツ編集局長
8 大会参与 市川 保 嬬恋村観光協会会長
9 大会参与 渡辺　栄志 嬬恋村商工会会長

10 大会参与 唐沢　　弘 嬬恋村議会産業建設常任委員会委員長
11 大会参与 橋詰 忠明 嬬恋村体育協会会長
12 大会参与 藤田　あづさ 嬬恋村診療所所長
13 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
14 実行委員 黒岩　信司 三原区区長
15 実行委員 羽生田　和由 バラギ高原観光協会会長
16 実行委員 塚本　　亨 万座温泉観光協会会長
17 実行委員 日比野　昭 鹿沢温泉観光協会会長
18 実行委員 岡村　径朗 浅間高原観光協会会長
19 実行委員 熊川　　一 白根高原観光協会会長
20 実行委員 渡辺　栄志 嬬恋ライオンズクラブ会長
21 実行委員 奥村　美智子 嬬恋村スポーツ推進委員会委員長
22 実行委員 土屋　夕子 嬬恋村連合婦人会会長
23 実行委員 戸部　智美 嬬恋村連合若妻会会長
24 実行委員 佐藤　信夫 群馬県立嬬恋高等学校校長
25 実行委員 黒岩　　薫 嬬恋村交通指導員隊長
26 実行委員 佐藤　今朝司 西吾妻交通安全協会嬬恋支部支部長
27 実行委員 飯塚　謙治 吾妻広域消防西部消防署嬬恋分署分署長
28 実行委員 関根　　賢 嬬恋金融団群馬銀行嬬恋支店支店長
29 実行委員 干川　うた子 嬬恋村食生活改善推進協議会会長
30 実行委員 滝沢 英幸 嬬恋村副村長
31 実行委員 黒岩 優行 嬬恋村教育委員会教育長
32 実行委員 風間 正人 産経新聞社編集局前橋支局長
33 実行委員 松本 徹 株式会社プリンスホテル　プロモーション部長
34 実行委員 佐々木　和夫 (株)プリンスホテル　万座・嬬恋総支配人
35 実行委員 皆川伸也 (株)プリンスホテル　長野・群馬・新潟エリア　セールス＆マーケティング支配人
36 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事業部担当部長
37 企画委員 宮﨑　　孝 嬬恋村教育委員会事務局長
38 企画委員 松本　　源 嬬恋村総務課長
39 企画委員 加藤　康治 嬬恋村観光商工課長
40 企画委員 佐藤　幸光 嬬恋村観光商工課長補佐
41 企画委員 黒岩　諒平 嬬恋村観光商工課主事
42 企画委員 黒岩　隆徳 嬬恋村観光協会事務局長
43 企画委員 三ツ野　元貴 嬬恋村観光協会「地域おこし協力隊員」
44 企画委員 花田 淳哉 株式会社プリンスホテル　プロモーション部課長
45 企画委員 岩崎 伸一 株式会社プリンスホテル　プロモーション部課長
46 企画委員 酒井　晃 (株)プリンスホテル　嬬恋地区支配人
47 企画委員 木内　武文 (株)プリンスホテル　鬼押出し地区担当マネージャー
48 企画委員 桜井　健吾 (株)プリンスホテル　一般自動車道リーダー
49 企画委員 川上　潤 (株)プリンスホテル　万座・嬬恋事業戦略ﾏﾈｰｼﾞｬｰ補佐
50 企画委員 長谷川　靖 西武トラベル株式会社商品事業部
51 企画委員 佐藤 崇史 産経新聞社東京本社サンケイスポーツ営業局事業部
52 企画委員 東山 智子 産経新聞社東京本社サンケイスポーツ営業局事業部
53 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
54 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
55 協力機関 園田　眞也 長野原警察署交通課長

No. 役職 氏名（敬称略） 所属及び役職
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◆駐車場 
大会前日 9月10日（土）12:00～17:00 第2駐車場 
大会当日 9月11日（日）6:00～15:00 第2～5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。 
※第1駐車場は競技関係車両の専用になります。 
 
◆選手受付 
日時：9月10日（土）14:00～17:00 
※当日の受付は原則としてありません。 
場所：大会メイン会場（嬬恋会館・商工会前） 
配布物：ナンバーカード、安全ピン、計測チップ付バンド、下山用荷物預け用袋、 
    荷物預け用シール、ヘルメット用シール、参加賞 
※ナンバーカードは背中に、荷物預け用シールは下山荷物預け用袋の表面に、ヘルメット用シー
ルは前面に、しっかり見えるように装着してください。 
・参加通知書と引き換えに、各種配布物をお渡しします。（ファンライドの部は、計測チップは
ありません。） 
・レイトエントリーの方は、申込み（入金確認）画面とご本人を証明できるもの（自動車免許
等）をお持ちのうえ、選手相談所までお越しください。 
※参加通知書を紛失・お忘れの方また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・忘れた場合は、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。 
※西武トラベル宿泊プランよりエントリーされた方は、各ホテルにて受付をしてください。 
 
 
 
 
 
 
 
◆メカニック 
日時：9月10日（土）14:00～17:00／11日（日）6:15～14:00 
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 
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。 
・突発的なトラブルに対応する為の作業は無料になります。（主にパンクや輸送による不調等） 
・作業に伴う、必要部品代は参加者負担になります。 
・整備不良や準備不足による作業は、工賃が発生し、費用は参加者負担となります。 
・各種費用が発生する事が予測可能な場合は、事前に参加者に確認のうえ作業を行います。 
 
◆給水・救護・トイレ・更衣室（当日のみ） 
・給水：第2関門（嬬恋牧場）、各フィニッシュ地点 
・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 
・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、給水所でも必ず停車し給水をしてください。走行しながらの給水
は禁止します。 
※トイレは必ず既存および仮設トイレをご利用ください。 
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◆下山用荷物預かり（当日のみ） 
預かり：7:00～8:15 メイン会場（佐川急便トラック） 
返却：ファンライド 9:00～11:00／ｴｷｽﾊﾟｰﾄ・一般 9:50～13:00 フィニッシュ会場（〃） 
・前日受付時にお渡しする「下山用荷物預け用袋」表面に「荷物預け用シール」を見やすい位置
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。 
※積載は専用の袋に入れた荷物のみお預かりします。（サイズ：45ℓ） 
※返却時に、ナンバーカードを照合しますので、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。 
 
◆スタート整列 8:50～ 
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14ページ参照） 
 
◆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、スタート地点で競技を開始するローリングスタート方式の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。 
 

【関門閉鎖時刻】 
第1関門（嬬恋高原ゴルフ場）：5.7km/60分 
第2関門（嬬恋牧場）：12.5km/120分 
フィニッシュ（ﾛﾝｸﾞｺｰｽ）：19.8km/225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。 
※関門からは、収容車に乗車し、フィニッシュまで上がり、自走または収容車で下山してくださ
い。 
 
◆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しだがい、下山開始 
※計測チップ付バンドは、フィニッシュ地点またはメイン会場で必ず返却してください。 
・先頭と後尾にいるビブス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40km以下で走行するよう心かけてください。 
・パックから大きく離れた個別走行はおやめください。 
・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、下山パトロール隊かお近くの立哨員または後尾車に合
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。 

↑

ビ
ブ
ス 
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・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
にしたがい、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。 
ビブスを着用し、1パック（選手60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）→下山用荷物を受け取り、小休憩（給食等有）→小学生・中学生は下
山用マイクロバスに乗車し（自転車はトラックに積載してください）、保護者の方は原則自走で
下山開始 
・時速40km以下で走行するよう心がけてください。 
・パックから大きく離れた個別走行はおやめください。 
・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、コース上の係員に申し出て
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となります。 
 

◆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、スタート地点で競技を
開始するローリングスタート方式で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。 
・計測チップ付バンドは。足首に装着してください。（装着方法は、同封のチラシをご確認くだ
さい） 
・計測チップ付バンドは、フィニッシュ地点またはメイン会場のスタッフに必ず返却してくださ
い。（未返却の場合は5,400円を請求いたします） 
・完走証は後日大会ＨＰから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示し、12:30より順次開始します。 
・各種目（ファンライド種目含む）／総合（エキスパート・一般）上位1～3位に賞状ならびに副
賞品の贈呈 
※ファンライド小学生低・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。 7 



◆車両規定 

※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。 
※規定をよく読み、準備の際に再度各項目をご確認ください。 
※主催者が危険と判断した選手や改造車両は失格とします。場合によっては、次年度以降のエン
トリー不可などのペナルティーを課す場合があります。 

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
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

携帯ポンプ ラック
泥よけ キャリア
ライト アクションカメラ等の動画撮影機材

装備品
着用義務
ヘルメット（レザー、布製は禁止）
グローブ

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

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
ため。

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
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◆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。） 
 
◆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、大会事務局または嬬恋村観光協会まで）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。 
 
◆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。 
 9 



・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。 

10 

大会の開催・中止のお知らせや 
下山パトロール隊リストは大会ＨＰをチェッ
クしてください。 
大会ＨＰはこちら‣‣‣ 
http://cabe-hill.net/ 
 
 
 
また本大会の様子は、後日サンケイスポーツ
（東京版）に掲載予定！掲載日が決まりしだ
い、大会ＨＰにてお知らせします。 
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嬬恋会館 

嬬恋会館 

大会本部 

更衣室 

下山用 
荷物預け 

9月10日（土） 大会前日 

9月11日（日） 大会当日 
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スタート 

整列方向 

進行方向 
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フィニッシュ地点 
（エキスパート・一般） 

 
 

第2関門 
（エキスパート・一般） 

 
 

第1関門 
（エキスパート・一般） 

フィニッシュ地点 
（ファンライド） 

 
 

スタート地点 

メイン会場 
 
 

・・・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 
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フィニッシュ 

万座方面 

三原方面 

下山方向 

フィニッシュ進行方向 
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対象店名・住所 業態 特典

嬬恋郷土資料館
ＴＥＬ： 0279-97-3405　嬬恋村鎌原４９４

資料館

入館料：大人￥300→￥200/
小人￥150→￥100（当日の
み有効・1枚につき5人まで対
象）

バラギ温泉湖畔の湯
ＴＥＬ：0279-80-6020　嬬恋村干俣２４０１

温泉

入浴料：大人￥500→￥400/
小人￥300→￥200（当日の
み有効・1枚につき5人まで対
象）

ホテルグリーンプラザ【暁の湯】
ＴＥＬ：03-6833-1091　嬬恋村大前細原2277

温泉
日帰り入浴料：￥1200→
￥1000（当日のみ有効・1枚
につき5人まで対象）

メイン会場付近「三原ＳＳ　三広商事」
ＴＥＬ：0279-97-2184　嬬恋村三原870　（代表）

ガソリン
スタンド

20ℓ以上給油で1ℓあたり
￥2引き

嬬恋村観光案内所
ＴＥＬ：0279-97-3721　嬬恋村大字鎌原710-136

土産
土産品すべて10％引き
（ただし一部除く）

万座プリンスホテル
ＴＥＬ：0279-97-1111　嬬恋村万座温泉

温泉
日帰り入浴料：￥1200→
￥500（当日のみ有効・1枚に
つき5人まで対象）

万座高原ホテル
ＴＥＬ：0279-97-1111　嬬恋村万座温泉

温泉
日帰り入浴料：￥1200→
￥500（当日のみ有効・1枚に
つき5人まで対象）

嬬恋プリンスホテル
ＴＥＬ：0279-97-4111　嬬恋村嬬恋高原

温泉
日帰り入浴料：￥1000→
￥500（当日のみ有効・1枚に
つき5人まで対象）

鬼押出し園
ＴＥＬ：0279-86-4141　嬬恋村鎌原1053

公園
入園料：650円→300円（当
日のみ有効・1枚につき5人ま
で対象）

メイン会場付近「群馬三原給油所」
ＴＥＬ：0279-97-2217　嬬恋村鎌原710-6

ガソリン
スタンド

1ℓあたり￥2引き

本大会のナンバーカードを見せれば、嬬恋村村内で様々なサービスが受けられます。        
ぜひご利用いただき、嬬恋村を存分に満喫してください！ 
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