


募集要項

会場

日程

大会に関する問い合わせ先

大会スケジュール

宿泊お問い合わせ先エントリーに関する問い合わせ先

競技内容

募集人員

まえばし赤城山ヒルクライム大会　連携記念

参加資格

参加料

申込方法

群馬県吾妻郡草津町　草津国際スキー場「天狗山特設会場」　会場〜志賀草津高原ルート〜白根火山約12.3Ｋｍ

平成25年４月21日（日）　※荒天中止　　受付　４月20日（土）

ツール.ド.草津実行委員会　事務局
〒377-1792　
群馬県吾妻郡草津町大字草津28番地　
草津町役場観光課内

TEL＆FAX.0279-88-5468　
受付時間 9:00〜17:00（土日祝日を除く）
E-mail／tourde932＠town.kusatsu.gunma.jp

草津温泉旅館協同組合
営業時間／9:00〜18:00　年中無休
TEL.0279-88-3722  
FAX.0279-88-3183

オンライン予約（ゆもみねっと）
http://www.yumomi.net/

天狗山特設会場〜殺生河原〜白根火山駐車場までの志賀草津高原ルートを利用したタイムトライアル。
＊志賀草津高原ルート（国道292号）、天狗〜殺生河原間の車両の通行は時間規制があり、競技中は通行止めになります。
　殺生河原〜白根山区間は冬季閉鎖中のため一般車両（自転車を含む）は通行できません。

3,000名（申込み順受付、募集定員になり次第締め切らせていただきます）
ジュニアの部のみ、殺生河原コース・白根コースとも各定員20名

第２回まえばし赤城山ヒルクライム大会（H24.9.30開催）に参加し、第18回ツール.ド.草津にエントリーされた方全員に記念品
を差し上げます。又、第2回まえばし赤城山ヒルクライム大会の上位者（各カテゴリー上位３位）には18回大会への招待がございま
す。

●ロードレーサー・MTBの部：中学生以上の健康な男女でアマチュアサイクリスト。
●ジュニアの部：殺生河原コース・白根山コースとも、小学５・６年生。伴走者を要します。（伴走者は20歳以上の成人の方に限りま

す。ジュニア１名に伴走者１名を必要とします。下山は、主催者側で用意したバスをご利用ください。）
●18歳未満の参加者は、参加誓約書に親権者または親族等の署名・捺印が必要です。
●本コースを競技時間内（白根コース2時間、殺生河原コース1時間）で完走できる自信のある方。日常からルールを守って自転車

に乗っている方。
●大会運営に支障が生じると予測される者は、参加許可後であっても許可を取り消すことがあります。
●参加資格を他人に移譲することはできません。
※参加料、クラス、参加資格などの基準となる年齢は、大会当日のものとします。

白根山コース 中学生〜60歳 5,500円
  61歳以上 5,000円
  小学５・６年生 4,500円
殺生河原コース 中学生〜60歳 4,500円
  61歳以上 4,000円
  小学５・６年生 3,500円

＊参加料には参加記念品、傷害保険料が含まれます。
＊ジュニアの伴走者は無料（ジュニア１名につき伴走者１名まで。傷害保険に

加入しますが、タイム計測、参加記念品はございません）

①インターネット　　http://www.sportsentry.ne.jp
　携帯電話からもエントリーが可能です。上記URLにアクセスしてください。
 　インターネットにて団体でのエントリーも可能です（携帯電話不可）。
　一度に30名までのエントリーが行え、コンビニ払いで手数料もお得になります。

②電　話　　0570-550-846（平日10:00〜17:30）
　※平成25年1月1日～3日は冬季休業となります。

ツール.ド.草津エントリー事務局
〒880－8691　宮崎中央郵便局私書箱33
スポーツエントリー
お問合せ電話番号：0120－711－951
（フリーコール・お問合せのみ・エントリー不可）

受付時間／平日10：00〜17：30（土日祝祭日を除く）
参加案内（受付カード、誓約書等）を大会の
約２週間前を目安に郵送します。

【申込期間】平成25年１月１日〜２月28日（但し、定員に達し次第締め切ります。）　
【申込方法】インターネットまたは電話による申込となります。
【申込先】スポーツエントリーよりお申込みください
コンビニエンスストア、クレジットカード等で参加費のお支払いが行えます。

【参加上の注意事項】お申し込みの前によくお読みになり、同意のうえ、お申し込み下さい。

＊大会受付は前日のみとなります。（代理受付は可）
＊参加者の安全を守るため、競技委員はこれ以上競技の続行が不可能と判断した場合は、本人の意志に拘わらず中断させる権限を有するこ

とをご承知ください。
＊途中棄権者は選手団最後尾の収容車を利用してください。
＊競技中、斜行走行、蛇行走行、手放し走行などの危険行為は避けてください。
＊ DH ハンドル、スピナッチ、クリップオンの装着は禁止します。MTB はタイヤ幅 1.9 インチ以上　フラットハンドル（バーエンド可）と

します。
＊参加者は、グローブとヘルメットの着用及び、下山時の防寒着着用を義務づけています。主催者貸与はありません。
＊自転車の車検は行いません。各自自転車のコンディションを整えてご参加ください。
＊参加者は申込本人に限り、代理出場はできません。
＊気象条件の悪化及び環境の不良など、大会が予定通り開催できない場合、主催者側の判断で、競技内容を変更、または競技を中止する場

合があります。
＊申込後の参加料は、大会中止、不参加の場合でも払戻しはいたしません。また、参加料の過剰入金、重複入金の返金はいたしません。
＊大会当日のケガ等に関しては、主催者加入の傷害保険の範囲内のみの補償になります。保険内容　死亡後遺症：最高 500 万円、入院：

5,000 円／日、通院：3,000 円／日、免責：各 3 日治療に要する治療費、交通費は本人負担となります。
＊参加者は必ず「健康保険証」を持参してください。
＊本大会では、計測チップを使用し計測します。チップを装着し忘れた場合、またはチップを複数装着した場合は計測ができませんので失

格扱いとなります。計測チップを破損、紛失した場合は実費で請求いたします。
＊スタート整列について
　チャンピオンクラスは、同時一斉スタートしますので、「チャンピオンクラス」立札前にご整列ください。他クラスはスタート時間で区切

ります。順番にご整列ください。
＊応援バスについて：家族や友人がゴールエリアで応援できるように、応援者をゴールエリアまで運びます。出発は天狗山会場から、レー

ススタート 30 分前頃、下山は競技終了後の予定です。乗車は先着順となります。（約 200 名）

日　程

表　彰

平成25年４月20日（土）
■12:00〜18:00　受付ゼッケン交付
　　　　　　　　　フリーマーケット広場開設（天狗山レストハウス）

各クラス　１位〜６位
完走された全員に完走証があります。

優勝　　：賞状、メダル、副賞
２〜３位：賞状、メダル、副賞
４〜６位：賞状、副賞

平成25年４月21日（日）
■9:30　　　　　開会式

■10:00〜　　　スタート

　　　　13:00　競技

■13:30〜　　　表彰式・抽選会・閉会式
4月 20日のスケジュールについて
前日受付の他、トークショーなど企画中です。参加案内ホームページ等で詳
細をお知らせいたします。

クラス 年齢区分

白根山コース
（12.3Km）

《ロードレーサーの部》

①チャンピオンクラス（中学生以上  男女）※本コースを50分以内で完走できること
②男子A（中学生〜30歳）　 ⑤男子D（51〜60歳）　　⑦女子F（中学生〜39歳）
③男子B（31〜40歳）　　　⑥男子E（61歳以上）　　  ⑧女子G（40歳以上）
④男子C（41〜50歳）　　　

《MTBの部》
⑨男子H（中学生以上  年齢区分なし）
⑩女子 I （中学生以上  年齢区分なし）

《ジュニアの部》　 ⑪小学生 J （小学５・６年生　伴走者を要する）

殺生河原コース
（５Km）

《ロードレーサーの部》
⑫男子K（ロードレーサー・MTB　中学生以上　年齢区分なし）
⑬女子L（ロードレーサー・MTB　中学生以上　年齢区分なし）

《ジュニアの部》　 ⑭小学生M（小学５・６年生　伴走者を要する）

QR コード
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