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第９回 榛名山
はるなさん

ヒルクライム in 高崎 大会要項 

 

１ 大会名 

第９回 榛名山ヒルクライム in 高崎 

 

２ 開催趣旨 

榛名地域の特性を生かした自転車競技を通じ、高崎市を広く全国にアピールするとともに、

地域住民のボランティア等への積極的な参加、協力による地域の一体感の醸成の下、活力ある

まちづくりをめざすことを目的とします。 

 

３ 競技種目 

ヒルクライムレース ※例年行っているタイムトライアルレースは実施しません。 

 

４ 開催日時 

※今大会はコロナウイルス感染症拡大防止のため、ナンバーカード・計測チップ・ヘルメット

シール等はエントリーした方へ事前発送します。例年行っている榛名体育館や高崎駅での受け

付けは行いません。 

2021 年 5 月 16 日（日）午前 6時 00 分集合 

午前 7時 00 分スタート 

 

５ 主催等 

(１)主  催 榛名山ヒルクライム in高崎実行委員会 

(２)共  催 高崎市・高崎市教育委員会 

(３)特別協賛  調整中 

(４)後  援  調整中 

 

６ ヒルクライムレース概要 

(１)コース 

  ①榛名湖コース〔 総距離 16.1km (計測距離 14.7 km) 〕 

   大森神社前(高崎市下室田町)～県道あら町・下室田線～県道安中・榛名湖線～県道渋川・

松井田線～榛名湖多目的グラウンド 

  ②榛名神社コース〔 総距離 11.6 km (計測距離 11.4 km) 〕 

 大森神社前(高崎市下室田町)～県道あら町・下室田線～県道安中・榛名湖線～県道渋川・

松井田線～榛名神社 

  ③初心者コース〔 総距離 6.7 km  (計測距離 6.5 km) 〕 

  大森神社前(高崎市下室田町)～県道あら町・下室田線～県道安中・榛名湖線～一之鳥居 

(２)参加資格 

  ①榛名湖コース  中学生以上の健康な男女 

 ※ただし、エキスパートについては規定時間６０分以内に完走可能な男女 

  ②榛名神社コース 中学生以上の健康な男女 
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  ③初心者コース  小学 3年生以上の健康な男女 

※・年齢等の基準日は、大会当日とします。 

・小学生は 1 人につき、20 歳以上の伴走者 1名が必要 

・伴走者でエントリーした人は、参加料を無料とします。ただし、伴走者の参加賞・完走証

等はでません。(参加賞・完走証等が必要な場合は、初心者コースに選手として別途エント

リーが必要) 

・18 歳未満の参加者は親権者の同意(署名)が必要 

(３)競技カテゴリー・参加料 

№ コース カテゴリー 年齢区分 参加料 

1 

榛名湖コース 

男子エキスパート 年齢制限なし 

7,000 円 

(高校生以下

4,000 円) 

2 女子エキスパート 年齢制限なし 

3 男女中学生 中学生 

4 男子Ａ 高校生以上～29 歳以下 

5 男子Ｂ 30 歳以上～39 歳以下 

6 男子Ｃ 40 歳以上～49 歳以下 

7 男子Ｄ 50 歳以上～59 歳以下 

8 男子Ｅ 60 歳以上～69 歳以下 

9 男子Ｆ 70 歳以上 

10 女子Ａ 高校生以上～29 歳以下 

11 女子Ｂ 30 歳以上～39 歳以下 

12 女子Ｃ 40 歳以上～49 歳以下 

13 女子Ｄ 50 歳以上 

14 

榛名神社コース 

男子中学生 中学生 
6,000 円 

(高校生以下

3,000 円) 

15 男子高校生以上 高校生以上 

16 女子中学生 中学生 

17 女子高校生以上 高校生以上 

18 

初心者コース 

男子小学生 3 年生～6年生 
5,000 円 

(高校生以下

2,000 円) 

19 男子中学生以上 中学生以上 

20 女子小学生 3 年生～6年生 

21 女子中学生以上 中学生以上 

※年齢等の基準日は、大会当日 

(４)スタート方法 

エキスパートクラスを先頭に、申告タイム順に 250 名程度を 1 グループとし、４～５分お

きにスタート 

(５)記録計測方法 

エキスパート：グロスタイム（最初の選手が計測開始地点を通過した時間が計測開始時間） 

その他：ネットタイム(個人が計測開始地点を通過した時間が計測開始時間) 

(６)制限時間 

競技終了時間までにゴールできなかった場合及び規定の時間までに関門を通過できなかっ

た場合は、その時点で競技中止とします。また、その際の自力下山は禁止とします。 
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※競技終了時間は予定時間です。参加状況等により変更になる場合があります。 

※関門時間は榛名湖コース最終グループのスタート時間から第１関門は 60分、第２関門は 

90 分を目安に設定していますが、参加状況等により変更になる場合があります。 

なお、確定の競技終了時間・関門時間については事前に送付する参加案内にてお知らせ

します。 

①榛名湖コース 

・競技終了時間：午前 9時 55 分 

・第１関門：6.7km 地点(初心者ゴール地点) 関門時間 午前 9時 00 分 

・第２関門：11.6km 地点(榛名神社ゴール地点) 関門時間 午前 9時 30 分 

②榛名神社コース 

・競技終了時間：午前 9時 30 分 

・第１関門：6.7km 地点(初心者ゴール地点) 関門時間 午前 9時 00 分 

③初心者コース 

・競技終了時間：午前 9時 25 分 

(７)チーム戦(団体戦) 

①申込 

同一コースにエントリーしている 3名を一つのチームとして大会エントリー時に申し込み 

※コースが同一であれば、男女、参加カテゴリーの別は問いません。 

②参加資格 

エキスパートを除くヒルクライムレースにエントリーしている人 

③募集チーム数 

定めない 

④参加料 

無料 ※ヒルクライムレース分の参加料が必要 

⑤順位 

チーム 3 名の合計タイムで順位を決定 

 

７ 申し込み 

(１)申込方法 

大会ホームページからエントリー 

〔 大会ホームページ(エントリーページ)：http://www.haruna-hc.jp/entry.html 〕 

※インターネットの環境がない場合は、3 月 19 日（金）までに大会事務局へ電話で問い合

わせてください。 大会事務局 平日 8：30～17：15 TEL027-374-6715 

(２)申込期間 

インターネット：2021 年 3 月 13 日(土)13 時 00 分から 3月 31 日(水)23 時 59 分まで 

※先着順、募集人数に達し次第締め切ることがあります。 

※3 月 22 日（月）までにお申込みされた方については、参加案内・ナンバーカード等の事 

前発送が４月下旬、3 月 23 日（火）以降にお申込みされた方は５月上旬の発送予定とな

ります。 

 

 

http://www.haruna-hc.jp/entry.html
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８ 参加賞 

参加賞は大会会場出店ブース及び高崎市内のハルヒルの黄色いのぼり旗を掲げているお店で

利用できる 1,000 円分の金券（ナンバーカードに付属）を差し上げます。※有効期限がありま

す。 

 

９ 表彰 

(１)弱虫ペダル杯 

榛名神社コースの中学生男女それぞれ第 1 位の方を表彰します。 

・第 1位：人気漫画「弱虫ペダル」とコラボレーションした記念品 

初心者コースの小学生男女それぞれ第 1位の方を表彰します。 

・第 1位：人気漫画「弱虫ペダル」とコラボレーションした記念品 

(２)ヒルクライムレース個人の表彰 

①榛名湖コース 

各カテゴリーの第 1位から第 8位までの方を表彰します。 

・第 1位：賞状、副賞、メダル、チャンピオンジャージ 

・第 2位・第 3位：賞状、副賞、メダル 

・第 4位～第 8位：賞状、副賞 

②榛名神社コース 

男子高校生以上・女子高校生以上の第 1位から第 8 位までの方を表彰します。 

・第 1位～第 3位：賞状、副賞、メダル 

・第 4位～第 8位：賞状、副賞 

男子中学生・女子中学生の第 1位から第 3 位までの方を表彰します。 

・第 1位：賞状、副賞、メダル、弱虫ペダル杯 

・第 2位・第 3位：賞状、副賞、メダル 

③初心者コース 

男子中学生以上・女子中学生以上の第 1位から第 8 位までの方を表彰します。 

・第 1位～第 3位：賞状、副賞、メダル 

・第 4位～第 8位：賞状、副賞 

男子小学生・女子小学生の第 1位から第 3 位までの方を表彰します。 

・第 1位：賞状、副賞、メダル、弱虫ペダル杯 

・第 2位・第 3位：賞状、副賞、メダル 

(３)ヒルクライムレースチーム戦(団体戦)の表彰 

各コース第 1 位から第 3位までのチームを表彰します。 

・第 1位～第 3位：賞状、副賞、メダル 

※表彰式は行いません。結果は後日大会ホームページにて掲載し、賞状・副賞等は郵送します。 

 

10 群馬２大会連携記念 

2021 年度開催の「榛名山ヒルクライム in 高崎」「まえばし赤城山ヒルクライム大会」の２大

会に参加した方の中から抽選で 1 名に賞品を進呈します。 

なお、開催されない大会がある場合は、２大会間で実施について協議します。 

※抽選は、最後に開催される大会終了後に実施 
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11 大会スケジュール(予定) 

□2021 年 5 月 16 日(日) 

時 間 項 目 場所等 

4 時 00 分 駐車場開場 各駐車場 

5 時 00 分 
荷物預かり開始 

入場チェック(チェックシート提出・検温・消毒)開始 

榛名中学校周辺 

5 時 50 分 荷物預かり終了 榛名中学校周辺 

6 時 00 分 選手待機場所集合 榛名中央グラウンド 他 

6 時 30 分 選手スタート場所へ移動開始 榛名中央グラウンド 他 

6 時 50 分 スタートセレモニー開始 スタート地点 

7 時 00 分 ヒルクライムレーススタート スタート地点 

9 時 00 分 第１関門(6.7km 地点)閉鎖 初心者ゴール地点 

9 時 25 分 
初心者コース競技終了 初心者コース 

初心者コース下山開始 初心者コースゴール地点 

9 時 30 分 

第２関門(11.6ｋｍ地点)閉鎖 榛名神社ゴール地点 

榛名神社コース競技終了 榛名神社コース 

完走証発行開始 榛名体育館周辺 

9 時 40 分 榛名神社コース下山開始 榛名神社コースゴール地点 

9 時 55 分 榛名湖コース競技終了 榛名湖コース 

10 時 00 分 榛名湖コース下山開始 榛名湖コースゴール地点 

13 時 20 分 全選手下山終了 榛名体育館周辺 

 

12 ナンバーカード・計測チップ・参加案内・参加賞・感染症対策チェックシート等の送付 

ナンバーカード・計測チップ・参加案内・参加賞・感染症対策チェックシート等は、４月下

旬にエントリー時に登録いただいた住所へ発送します。前日または当日に、受け付けは行いま

せんのでご注意ください。 

※3 月 23 日（火）以降にお申込みされた方は５月上旬の発送予定となります。 

※お仲間・ご家族エントリーにてお申込みされた場合は代表者様への一括送付となります。個

別での送付を希望される場合は、通常エントリーにて個別にお申込みください。 

 

13 選手待機場所集合(前日または当日の受け付けは行いません。) 

例年行っている榛名体育館・高崎駅東口での前日受け付けは行いません。当日は事前に送付

したナンバーカード、計測チップ、ヘルメットシールの 3 点を装着し、参加案内に記載される

誘導方法に従って指定された選手待機場所にお越しください。 

※大会当日の午前 5時 00 分より各選手待機場所にて入場チェック（感染症対策チェックシート

兼誓約書の提出と検温・消毒）を行います。参加者は必ず感染症対策チェックシート兼誓約

書の提出と検温・消毒を済ませてからお並びください。 

※入場チェックがお済みの方はチェック済シールをヘルメットに貼っていただきます。 
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14 車両規定 

(１)使用自転車は、前後ブレーキと後輪にフリーホイールを装着した一人乗りのスポーツ自転車

とします。 

(２)実用車(ママチャリ)は、初心者コースのみ使用可とします。 

(３)リカンベント、電動アシスト付自転車は使用不可とします。 

(４)スピナッチ、アタッチメントバー、DHハンドル等は使用不可とします。 

(５)上記の定めにかかわらず、実行委員会が特別に使用を認めることがあります。 

【使用できる自転車】 

ロードレーサー、クロスバイク、ミニベロ(小径車)、マウンテンバイク 等 

【使用できない自転車】 

リカンベント、タンデム車、電動アシスト自転車 等 

 

15 保険 

参加者に対する傷害保険 

・死亡・後遺障害 2,000,000 円 

・入院(日額)     3,000 円(事故発生の日から、その日を含めて 180 日まで) 

・通院(日額)     2,000 円(        同   上        ) 

※・傷害保険はケガ(切り傷・骨折など)のみ適用され、貧血などの体調不良や病気(新型コ

ロナウイルス感染症等を含む)は、保険対象外 

・レース中に限らず、大会当日の自転車(フレーム・パーツ)の破損・紛失・盗難等は、保

険対象外 

・補償内容に不安がある方は、各自で新たに保険に加入されるようお願いします。 

 

16 注意事項(大会規約) 

(１)受け付けは行いません。当日は事前に送付したナンバーカード、計測チップ、ヘルメットシ

ールの 3 点を装着し、感染症対策チェックシート兼誓約書の提出と検温・消毒を済ませて、

参加案内に記載される誘導方法に従って指定された選手待機場所(榛名湖多目的グラウンド・

榛名中央グラウンド・榛名中学校・下室田小学校)にお並びください。 

(２)「ナンバーカード」、「計測チップ」をお忘れの場合は、再発行手数料 1,000 円をいただきま

す。 

(３)ヘルメット(レザー・布製は禁止)及びグローブの着用を義務付けます。 

(４)カメラは、確実に固定された状態のもののみ使用を認め、手持ちでの撮影は認めません。 

(５)レース中は、イヤホン、スピーカーの別にかかわらず、音楽プレイヤー・ラジオ等の使用を

禁止します。 

(６)コースの給水所は 2 か所(はるなふれあい公園・初心者ゴール先)のみの設置となりますので

各自でもドリンク等のご準備をお願いします。 

(７)大会開催期間中、主催者が危険と判断した選手は、失格とします。 

(８)指定の下山コース以外の道で下山することを禁止します。また小学生の選手は安全のためバ

スでの下山とし、自力での下山を禁止します。 

(９)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。出走されなかった場合、

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
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場合は実費 5,500 円(税込)をご請求させていただきます。 

(10)車検は行いませんが、スタート前に整備不良、規則違反等を競技役員より指摘された場合に

は、失格の対象になる場合もあるので、参加者の責任において整備してください。 

(11)応援バスは運行しません。 

(12)当日のコース状態や天候の変化等、やむを得ない場合、競技の縮小や中止の場合があります。 

(13)盗難予防のため、自転車用の鍵をお持ちいただき、自転車を離れる際は、必ず施錠してくだ

さい。 

(14)申込期間内の住所変更は、ランネットのマイページから変更してください。申込期間終了後

の住所変更は、必ず大会事務局へ新住所等をご連絡していただいたうえで、ランネットのマ

イページも変更してください。また大会事務局より参加案内・ナンバーカード等を事前発送

しますので、郵便局の「転居・転送サービス」の手続きにご協力をお願いします。 

 

17 申込規約 

(１)私は、大会主催者が設けたすべての規約、規則、規定、主催者の判断、決定、指示に従うこと

を同意したうえで、大会に申し込みます。 

(２)自己都合による申込後の種目変更、キャンセルはできません。また、過剰入金・重複入金の

返金はいたしません。 

(３)有償・無償にかかわらず、大会参加の権利を第三者に譲渡することはできません。 

(４)私は、新型コロナウイルスなどの疫病・地震・風水害・事件・事故等による大会内容の縮小

や変更・中止、通知の方法、返金方法等については主催者の判断、決定に従います。なお、大

会開催中止の場合、参加料は下記の通り返金となることに同意します。 

・4 月 14 日までに中止決定 全額返金(※参加賞の発送はありません。) 

・4 月 30 日までに中止決定 50%返金(※参加賞を発送させていただきます。) 

・5 月 1 日以降に中止決定  返金なし(※参加賞を発送させていただきます。) 

(５)私は、心疾患・疾病等なく、健康に留意し、十分なトレーニングをして大会に臨み、傷病、事

故、紛失等に対し、自己の責任において大会に参加します。 

(６)私は、大会開催中に主催者より競技続行に支障があると判断された場合、主催者の競技中止

の指示に直ちに従います。また、その他、主催者の安全管理・大会運営上の指示に従います。 

(７)私は、大会開催中に傷病が発生した場合、応急手当を受けることに異議ありません。その方

法、経過等について、主催者の責任を問いません。 

(８)私は、大会開催中の事故、紛失、傷病等に関し、主催者の責任を免除し、損害賠償等の請求

を行いません。 

(９)大会開催中の事故・傷病への補償は大会側が加入した保険の範囲内であることを了承します。 

(10)私の家族・親族、保護者(参加者が未成年の場合)、またはチームメンバー(代表者エントリー

の場合)は、本大会への参加を承諾しています。 

(11)年齢・性別等の虚偽申告、申込者本人以外の出場(代理出走)はいたしません。それらが発覚

した場合、出場・表彰の取り消し、次回以降の資格はく奪等、主催者の決定に従います。ま

た、主催者が虚偽申告・代理出走者に対する救護・返金等一切の責任を負わないことを了承

します。 

(12)大会の映像・写真・記事・記録等(において氏名・年齢・性別・記録・肖像等の個人情報)が新

聞・テレビ・雑誌・インターネット・パンフレット等に報道・掲載・利用されることを承諾し
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ます。また、その掲載権・使用権は主催者に属します。 

(13)大会申込者の個人情報の取り扱いは、別途記載する主催者の規約に則ります。 

(14)私は、本大会の特性・競技の危険性を十分に理解し、主催者側の安全管理・救護体制に限界

があることを認識したうえで、自己の責任において安全・体調・装備の管理をし、参加しま

す。 

 

18 新型コロナウイルス感染症拡大防止特別申込規約 

(１)主催者は、競技運営目的以外に、感染症予防対策を目的として個人情報を保健所・医療機関

などのこれらの情報を必要とする第三者へ提供することがあります。 

(２)主催者による、新型コロナウイルス感染拡大防止のための指示に従わない参加者には、他の

参加者の安全性を確保するために、出走を取り消したり、途中競技中止、会場での待機、会

場からの退出を求めることがあります。 

(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

い旨を認識した上で参加をご検討ください。 

(４)「感染症対策チェックシート兼誓約書」を大会当日に提出していただきます。 

(５)主催者は、今回取得した感染症対策チェックシート等の健康管理、感染防止上の個人情報を、

大会終了後 1 か月間保管します。 

(６)大会終了後 2 週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、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

力いただく場合があります。 

(８)主催者は、厚生労働省新型コロナウイルス接触確認アプリ「COCOA」の利用を推奨しておりま

すので、インストールをして利用することについてご協力をお願いします。 

(９)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。 

・37.5 度以上の発熱がある場合 ※大会当日、待機集合場所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 

・糖尿病などの基礎疾患があり、体調に不安のある場合 

・過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への

渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合 

※いずれの場合も参加費の返金は行いません。 

(10)会場ではこまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施してください。 

(11)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。(障がい者

の誘導や介助を行う場合を除く) 

(12)大会中は緊急時を除き、会場やコースにおいて大きな声で会話、応援をしないでください。 

(13)飲食を行う場合は手洗い・手指消毒をした上で、周囲の人となるべく距離をとって対面を避

け、会話は控えめにしてください。また、取り分けや回し飲みはしないでください。 
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(14)主催者は感染防止対策を実施しますが、本大会における感染症への感染又は感染者への濃厚

接触(これに付随関連して発生する一切の損害を含む)について、一切の責任を負いません。 

(15)当日は感染防止のために主催者が決めたその他の措置の遵守、主催者の指示に従ってくださ

い。 

【主催者は大会運営において以下の対策を行います】 

(１)ナンバーカード等は事前に各自に発送し、会場での受け付けは行いません。 

(２)会場にトイレはありますが、使用に際して主催者が指示する手洗い・手指消毒方法に従って

いただきます。 

(３)スタッフは常時マスクを着用します。 

(４)参加者と対面するスタッフ、給水所スタッフはフェイスシールドと手袋を着用します。 

(５)参加者は走行中以外の会場内ではマスクを着用してください。(スタート整列時含む) 

(６)来場する応援者は常時マスクを着用してください。 

(７)会場、コースとも給水等の手渡しは行いません。 

(８)途中収容された場合は、主催者指定の手指消毒とマスクを着用いただきます。 

(９)会場にゴミ箱はありません。必ず各自ゴミはお持ち帰りください。また、飲み残しのスポー

ツドリンク等を会場や路上などへ絶対に捨てないでください。 

※新型コロナウイルス感染症に関わる上記事項については、大会当日までに変更になる場合もあ

ります。なお、上記事項を守っていただけない場合は、参加者及びスタッフ等の安全を確保す

る等の観点から大会の参加を取り消したり、途中退場を求めたりすることがあります。 

 

19 個人情報の取扱 

主催者は、個人情報の重要性を認識し、個人情報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、大会協賛・協力・関係団体からのサービ

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。 

 

■事務局 

榛名山ヒルクライム in高崎実行委員会 

            〒370-3392 群馬県高崎市下室田町 900-1 

                  高崎市榛名支所地域振興課教育担当 

                  電 話：027-374-6715 

ＦＡＸ：027-374-5035 

                  E-mail：haruna-spe@city.takasaki.gunma.jp 
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