
主旨

ヒルクライムラリーとはは通常の自転車走行と同じ交通ルールを守り行われます。

スタートは吉野山を出発し、標高差 2500m を 110km 一日で回り吉野山へ戻るラリー形式のヒルクライムラリーです。

ただし、峠ではタイムを計測します。峠を通過し尚且つ吉野山最終地点に指定時間内に到着したものがラリー完走となり、

達成証が贈られます。指定時間にゴールしない場合は峠の取得タイムは無効となります。

１.　大会名称　　吉野５峠ヒルクライムラリー（5 峠となっていますが台風の影響で 1 峠です）

２.　実施予定　　2018 年 9 月 23 日 ( 日 )

３.　会　　場　　奈良県吉野町吉野山スタート

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　　指定された峠を通過し、最終ゴール地点は指定時間内にゴールする。

　　　　　　　　尚、各峠では通過時間チェックし、次の峠に進めるかを役員が判断する。次に進める者は次の峠に向かい、

　　　　　　　　タイムアウトになった者は吉野山スタート地点に戻る。全峠を通過し、最終地点に時間内にゴールした

　　　　　　　　者にはヒルクライムラリー達成証を授与。

　　　　　　　　時間管理の必要性：ラリーを時間内に終わらせるため途中の時間制限を設けます。

７.　募集期間　　2018 年 6 月 23 日から 9 月 10 日

８.　募集人数　　100 名

吉野 5 峠ヒルクライムラリー実施要項

大会スケジュール

受付開始

スタート開始 7:00

ヒルスタート開始 8:50 〜 9:30

最終スタート時間 9:30

ヒル・ゴール計測開始 9:40

ヒル・ゴール計測終了 11:30
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フィニッシュ受付開始 12:00

フィニッシュ制限時間 14:00

注意説明

FABU Cycle challenge スポーツ振興くじ助成事業
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特記事項：台風等の影響で実施予定のコースが変更になりました。コースとして予定していました黒滝小南峠、行者トン

ネル R309、そして大峯林道も一部道路の崩落で通行できません。中止も考えましたが、今回はヒルクライム計測を１箇

所のみにしたヒルクライムラリーで実施することにいたしました。ご了承お願いいたします。

11:30 に大台スカイライ
ンを走行している選手はラ
リーを中止してスタート地
点に引き返してください。

大台スタート地点には 9:30 ま

でに到着してください

上りタイム計測区間

上りタイム計測区間

表彰式



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・MTB・クロスバイク・小径車

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

安全装備／サイクル用ヘルメット (JCF 未公認可能 )・グローブ ( 規定はありません )・前後燈（必須）・携帯食・飲料・携帯電

話

男子

女子

カテゴリー 内　容 参加料 参加資格

峠入口を指定時間内に通過し、峠頂上を通過時

間も指定時間内に通過する。

峠頂上地点で通過時間を記録し、最終の吉野山

では時間内に到着が条件で達成証を授与。

5,500 円

FABU 会員 :4,500

4,500 円

FABU 会員 :3,500 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

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。

◎吉野山観光駐車場をスタートします。

◎峠の入口と頂上付近での通過タイムを計測します。峠に到達してもスタートを通過していないとタイム計測はできません。

道路は車両通行止めではありませんので車の通行があります。ルールを守って十分注意して走行してください。

◎峠入口までのジョイント区間はタイム計測はありません。ただし、峠スタート地点では通過制限時間が設けられています。

この時間に通過できない参加者は峠には向えません。

◎峠ピークで足切り時間が設けられています。この時間に通過できない参加者は完走扱いとなりません。足切り時間に自信が

ない選手は早めのスタートをしてください。

◎通過制限時間（スタートおよび足切り）に間に合わず失格となった参加者および棄権宣言した参加者は、スタッフに報告し

速やかにスタート地点に戻る。その際計測チップは必ずスタッフに返却してください。

◎峠の上位 6 名は山岳賞で表彰。ただし、山岳賞はラリー完走者のみに与えられます。（ラリー未完走は対象外）

◎ヒルクライムタイムにより、男子年齢別グループ別賞、女子グループ賞。（ラリー未完走は対象外）

◎峠および全行程を時間内に完走した者にはラリー完走証を授与。

◎ヒルクライム区間の峠入口、峠ピーク以外では係員は立ちません。

◎峠入口に係員配置時間よりも早く到達した場合は、指定時間まで待って係員の指示で峠にスタートして下さい。

◎ジョイント区間については多少ルートが変ってもかまいません。

◎吉野山ゴールについては制限時間のみ設定され、完走の権利を得るのみで、到着順は順位に関係ありません。

◎当日エントリーはありません。定員に達し次第、エントリーを締切ります。

◎トンネル区間が多くあります注意して走行して下さい 。前後照灯が必須です。

◎参加者は他の参加者を追い抜く場合、原則的に右側から追い抜いて下さい。

◎下り部分は大変危険ですので速度を落とし余裕のある走りを心がけて下さい。休憩等を取る時間は十分にあります。（必須）

◎コースには小石や枯れ枝が多く散乱している場所があります。タイヤの選定には十分注意して準備してください。パンク等

のトラブルの救済措置はありません。

◎ラリー中の事故は救済されません。棄権扱いとなります。

◎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。縦列走行は長くならないように５名以内としてください。

◎体調不良等で途中棄権する事が出来ます。

◎プレートゼッケンは前から見えるようにハンドルバーにバンドで取り付けてください。布ゼッケンは腰後部に安全ピンでわ

かるように止めてください。ウインドブレーカーを着る場合は、外に見えるように腰後部に付けてください。

◎計測チップ、は大台ゴールにて返却ボックスに入れて下山してください。未返却は 10000 円いただきます。持ち帰ってしまっ

た場合は郵送にて返却してください。

◎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ラリー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。

◎移動エイドは 2 箇所走行いたしますが十分ではありませんので、不足の場合は食料飲料は事前に用意するか、コース上の売

店を利用してください。

◎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。

＜表彰＞吉野山観光駐車場で行います。
総合　1 〜 6 位（ヒルクライムタイム）
男子カテゴリー別　1 位〜 3 位（ヒルクライムタイム）
女子　1 位〜 3 位（ヒルクライムタイム）



大会当日に受付にて誓約書を提出してください。引き換えにゼッケンセットをお渡しいたします。

ゼッケンは下記イメージのように取り付けてください。

1
第七回高取城・戦国ヒルクライム2015 年

1

腰後ゼッケン取り付け位
置

腰後部に付属の安全ピン
で 2 箇所留めで取り付け
てください。

計測チップの取り付け位置

フロントフォーク左側に付属のマ
ジックテープでしっかりと取り付
けてください。脱落は危険ですの
でしっかりと締めてください。
計測チップは要返却です。大台
ゴールにて返却。

高取城・戦国ヒルクライム

101
ハンドルバー用プレート
ゼッケン取付け位置

ハンドルバー前面に付属
の結束バンド 2 本で留め
てください。

ゼッケンの取り付け方法

計測チップの取り付け方法

Sports Cycling FABU project

101

ヒル・スタート / ゴールの方法
計測マット

タイム計測マット（幅 1m）を通過してください。三角
コーンの間を通らないと計測ができません。スタート担
当、ゴール担当の指示に従ってください。
計測チップが反応しますので、スタート前、ゴール後は
計測車両には近づかないよう注意してください。ゴール
通過は必ず縦１列で通過してください。並列通過はでき
ません。（各自スタートタイムが違いますので競い合って
入線しても順位に変動はありません。）

道路

路肩

タイム
計測車両

1 位

総　合 クラス別

1 位

20 1015 911 810 9 8 5

2 位 2 位3 位 3 位4 位 5 位 6 位

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。

FABU Cycle Challenge

通過



◇緊急時の対応と連絡方法

監察、係員は事故に遭遇した場合は、後続選手に注意を促し連続事故の防止を確保した後、個人所有の携帯電話から直ちに本部へ

状況を連絡。

◇大会中止連絡
天候等により大会中止の場合は午前 6 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。 

◇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（ 火 曜 を 除 く 平 日 11:30 〜

15:00）

FAX　0745-23-8790（24 時間）

本部携帯 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

吉野山観光駐車場

吉野山観光駐車場へは

南阪奈道路葛城 IC より高田バイパス、国道１６９号経

由でで約 40 分

西名阪国道郡山 IC より京奈和道、国道１６９号経由で

約 50 分

最寄りの駅は近鉄吉野線吉野駅

〒 639-3115 奈良県吉野郡吉野町吉野山２４−１

吉野山観光駐車場（無料）


