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#比布で鬼坂を激走 #コースの全長は東京スカイツリーと同じ

主催●比布町／比布町教育委員会　　協力●比布町体育協会

比布町ヒルクライムレースエントリーセンター
〒063-0803 札幌市西区二十四軒3条4丁目6-7 第三栄輪ビル1F 株式会社アイサム内

10：30～16：00  土・日・祝日は休みTEL011-622-1100

お問い合わせ

申込締切

インターネット
申込

スポーツエントリー
9.9FRI

9.9FRI直接申込

2022 SUN10.2DAY

ぴっぷスキー場
比布町北7線17号

PLACE

大会の詳細はホームページ内、
特設サイトにて確認できます。
http://www.town.pippu.hokkaido.jp/cms/section/kyouiku/hillclimb

比布町ヒルクライムレースエントリーセンター
〒063-0803 札幌市西区二十四軒3条4丁目6-7 
第三栄輪ビル1F 株式会社アイサム内
TEL 011-622-1100（10：30～16：00 土・日・祝日は休み）

比布町ヒルクライムレース

コース 新型コロナウイルス感染予防について

コース［断面図・高低差］

お問い合わせ

■下記の方は当日ご参加いただけません
　（会場にお越しにならないでください）
●３７.５度以上の発熱がある方
●せき、のどの痛みなど風邪の症状がある方
●だるさ（倦怠感）、息苦しさのある方
●嗅覚や味覚に異常のある方
●糖尿病、高血圧などの基礎疾患があり、当日の体

調に不安がある方
●新型コロナウイルス感染症陽性とされた方と濃厚

接触の疑いのある方
●同居家族や身近な知人に感染が疑われる方
●14日間以内に海外や国内の感染流行地域に行か

れた方
●居住地に緊急事態宣言が発令されている場合、大

会には参加できません。
大会時の情勢により変更になる場合もございます。
変更等あった場合は、随時大会HPでお知らせいた
しますので定期的にご確認ください。以上ご了承の
上、ご参加ください。

主な感染予防対策

センターハウス
「スキップ」

ゴール

スタート

スタート

リレー第2走者
スタート地点

リレー第3走者
スタート地点

ゴール

634m

新北海道スタイルに
沿って行います。1
選手はレース中以外、
常時マスクの着用をしてください。2
カテゴリーごとに距離をとった
スタート方式で行います。3

・60m～400m 傾斜のある坂
・400m～500m 平地
・500m～フィニッシュ 傾斜のある坂
・高低差　 約180m

募集要項　オモテ面　第4校 sample A



開催要項

受付

当日8:30～9:30まで受付本部テントにて受付を行います。
その際に参加賞をお渡しします。事前にお送りするゼッケン
一式を忘れずにご来場ください。

交通機関
車／道央道比布北ICより5分　旭川市内より約30分

　札幌市内より道央自動車道で約2時間
※自家用車の場合は、無料駐車場（会場隣接）をご利用ください。

表彰
①ファンランを除く1位から6位までの入賞者。（リレーを除く）
②リレーは３位まで。
③表彰式は全種目終了後に行います。

オリジナルハンドタオルをプレゼントします。（ファンランは除く）
※2種目エントリーの方は1枚のみ

参加賞

ホームページからダウンロードいただき必要事項記入のうえ、当日に
受付本部テントへご提出ください。

事前チェックシート・誓約書

ルール
①エリートカテゴリのみ2本の合計タイムで競います。
②スタート時刻10分前までコースの試走は可能です。
③スタートエリアは種目別に区分けしていますので係員の指示に

従ってください。
④スタートを複数回に分ける場合があります。
⑤ファンランは最後尾よりスタートします。順位付けは行いません。
⑥ストックの使用は禁止します。
⑦スパイクのついた靴、靴の上からかぶせるスパイクの使用は禁止

します。

レースに関する注意事項
①位置取り

■走っている（歩いている）時は、前の人の呼気の影響を受ける
ため可能であれば前後一直線に並ぶのではなく、並走する、あ
るいは斜め後方に位置取るようにお願いします。

②レース中はつばや痰をはくことは行わないでください。
③タオルの共用はしないでください。

記録
①タイムの計測には「ビブタグ」を採用しています。ナンバーカード裏側

に取り付けていますので、ゴールするまで取り外さないでください。
②リレーは第3走者用のナンバーカードのみビブタグが取り付けられて

います。誤ったナンバーカードを着用するとタイムが計測できません
のでご注意ください。

③ビブタグは返却不要です。

その他
①天然のコースを使用しております。穴やぬかるみ、石が多数あり

ますので、足元にお気をつけください。
②健康管理に努めていただき、当日、体調が思わしくない場合は

参加をご遠慮ください。
③主催者により競技続行が不可能と判断した場合は、競技を中断

していただく場合があります。
④競技中における誘導や諸注意など、係員の指示や案内看板に

従ってください。
⑤競技中の事故により負傷した場合、責任は主催者側では負いかね

ますのでご承知ください。
⑥中学生以下の参加者の過失による事故は保護者の責任において

処理してください。
⑦貴重品などについては各自の責任で保管してください。盗難、

紛失などの責任は主催者側では負いません。
⑧主催者は個人情報保護法を遵守し、お申し込みにより得た参加者

の個人情報の管理には万全を期すとともに、大会運営、参加者
名簿、記録発表、次回大会の案内以外には使用しません。なお、
新聞紙面や、広告媒体、ホームページにおいて、大会中の写真、
映像を掲載させていただくことがあります。了承いただけない
方はあらかじめご連絡ください。

⑨大会運営で不測の事態が生じた場合は、主催者側が判断いたし
ます。

⑩駐車場内でのトラブル（事故・盗難等）について、主催者では一
切の責任を負いませんのでご承知おきください。

参加者（選手・応援）にお願いする事項
①飲食については、周囲の人となるべく距離を取って対面は避け、

会話は控えめにしてください。
②飲みきれなかったドリンク等は会場内で捨てず、必ずお持ち帰り

ください。
③マスクを持参してください。（参加受付時や運動をしていない時、

会話をする際は着用をお願いします。
④こまめな手洗い、手指消毒をお願いします。
⑤他の参加者、事務局スタッフ等との距離（できるだけ2mを目安に

［最低1m］）を確保してください。（障がい者の誘導や介助、負傷
者や傷病者の救護を行う場合を除く）

⑥大声での声援や会話は控えてください。
⑦感染防止の為に事務局が定めたその他の措置を遵守し、事務局の

指示に従ってください。
⑧本大会終了後2週間以内（10/3～10/16）に新型コロナウイルス

感染症を発症した場合は、主催者に速やかに濃厚接触者の有無等
について報告をお願いします。

⑨レース前後のミーティングや懇親会等においても、密になる状況
を避けるようにご注意ください。

⑩更衣室は女性専用で開放いたしますが、密にならないよう一度の
人数の制限を行います。

お申し込み方法・期間・規約 定員／先着800名程度
申込規約
●お支払い後の参加料は、いかなる場合もご返

金できません。お申し込み締切後の種目変更
及び申込みは（大会当日含む）はできません。

●リレー種目はチームの代表者の方が申し込みして
ください。

右記URLにアクセスし、大会エントリーページの指示に従ってお申し込みください。
支払い方法はお申し込みの際にお選びいただけます。

（クレジットカード支払、コンビニ支払）
※エントリー手数料：4,000円まで220円、4,001円以上5.3%(税込)

エリートのみ２回の合計タイムで競い
ます。それ以外は１回のみとします。
個人、団体リレーの重複出走は可能
です。それぞれのスタート時間に間に
合うように各自調整してください。
※1）男女構成比は問わない。
※2）小学生以上であれば年齢は問
わない。（小学生のみで構成している
場合は小学生リレーに出場すること）
※3）男女混合であれば、構成比は問
わない。
※4）申込人数によってスタートを複
数回に分ける場合があります。

開催期日

2022年10月2日（日） 開会式9：3０

種目・出走時間・参加料

会場

ぴっぷスキー場 比布町北7線17号

種　目

小学生

中学生以上
10：00

※4

2,000円

2,500円

4,500円

500円

スポーツエントリー https://www.sportsentry.ne.jp/event/t/88223

参加料を添えて比布町教育委員会窓口でお申し込みください。
直接申込み

A

B

12：00

10：00

①10：00
②11：45エリート

ファンラン

小学生リレー※1
男性リレー※2
女性リレー※2
混合リレー※2※3

カテゴリーごとに
スタート

カテゴリーごとに
スタート

9月9日
（金）まで

9月9日
（金）まで

順位付け、
タイム計測なし

種目番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

12
13
14
15

11

4・5・6年生男子
4・5・6年生女子
中学生以上～39歳男性
中学生以上～39歳女性
40歳以上59歳以下男性
40歳以上59歳以下女性
60歳以上男性
60歳以上女性
エリート（男性〈年齢区分なし〉）
エリート（女性〈年齢区分なし〉）

小学生リレー（小学1年生～6年生）
男性リレー
女性リレー
混合リレー（男性女性混合）

ファンラン

対　象 出走時間 参加料 備　考

お申し込み方法 お申し込み期間
日本スカイランニング協会公認レース

今大会コース変更しました

気球体験（有料）

反中 祐介さんが参戦！スペシャルゲスト

チャンピオンジャージ

全カテゴリー対象（個人の部のみ）で一番速いタイムでゴールした男
女各1名にチャンピオンジャージを進呈します。（エリートは2本のうち
どちらか速いタイムを適用）

※気球体験につきましては天候により実施しない場合があります。

ファンラン

個 人

団 体

名寄×和寒×比布ヒルクライム　総合優勝決定戦
名寄、和寒、比布の3大会で完走した男女を対象に総合優勝を決
定します。参加ご希望の方はエントリー時にお申し込みください。

和寒東山スキー場ヒルクライムレース                9月18日開催
なよろピヤシリスキー場ヒルクライムレース     9月19日開催

各大会日程

募集要項　ナカ面　第4校 sample A


