


●開　催　日　2017（平成29）年9月10日（日）
●競技種目等　次のとおりです。

市民レースの開催日、競技種目等

ツール・ド・北海道2017

市民ロードレース参加募集要項

※「ツール・ド・北海道 2017」について

　「ツール・ド・北海道 2017」は、国際自転車競技連合（UCI）

公認の自転車ロードレースで、北海道の雄大な大自然の中を町か

ら町へと一般公道を使用して巡る本格的なステージレースです。

　本大会は、今年で第31回目を迎え、海外・国内から20チーム・

選手100 名を招き、平成 29年 9月8日から9月10日までの

3日間、道南地域を舞台に開催します。

　総走行距離は424kmに及びます。

●第 1 ステージ（162km）
　ロードレース
　　�函館市～北斗市～木古内町～上ノ国町～北斗市

●第 2 ステージ（185km）
　ロードレース
　　�北斗市～木古内町～福島町～上ノ国町～木古内町

●第 3 ステージ（77km）
　ロードレース
　　�函館市競輪場～鉄山～女那川～銭亀～湯川～函館山

　「ツール・ド・北海道 2017」（UCI 公認国際大会）の開催に併せ、一般の市民の方が自由に参加できる「市民ロードレー
ス」を次のとおり開催します。
　コースについては、「ツール・ド・北海道 2017」国際大会のコースの一部を使用して行う予定としていますので、皆
さんの実力を十分に試すことができます。奮ってご参加ください。

●参加者受付・検車

●参加資格及び募集人員

参加資格 /クラス区分

区    分 日　程 競技種目・距離 経　　路

市民ロードレース 9/10（日） ロードレース

Aクラス（68km） 函館競輪場～鉄山～女那川～銭亀～湯川～函館競輪場

Bクラス（68km） 函館競輪場～鉄山～女那川～銭亀～湯川～函館競輪場

Cクラス（68km） 函館競輪場～鉄山～女那川～銭亀～湯川～函館競輪場

日　　時 場　　所 備　　考

前日 9/9（土）13：00～ 18：00
函館アリーナ　多目的会議室B
（函館市湯川町1-32-2）
TEL�0138-57-3141

大会当日は、受付が大変混み合いますので、
できる限り前日に受付を済まして下さい。

当日 9/10（日）6：00～ 7：00 函館競輪場　受付テント前 検車はスタート地点で行います。

区　　分 参　加　資　格 募集人員

ロードレース
68km

Aクラス 高校生以上の男女で35kmを 1時間以内で走行できる体力
を有している者 150名

600名Bクラス 高校生以上の男女で30kmを 1時間以内で走行できる体力
を有している者 300名

Cクラス 中学生以上の男女で30kmを 1時間以内で走行できる体力
を有している者 150名



●クラス区分
　1 �　スピード・経験・能力に差のある方々が混在して走行する事による危険性を避けるため、北海道自転車競技連盟のランク別による

クラス分けを参考にします。

　2 �　北海道自転車競技連盟会員については、2017年8月20日現在のランク別によるクラス分けを行います。

　　�　北海道自転車競技連盟のランクは、能力の高いクラスから順に、エリート、S-2、S-3、S-4、S-5の５クラスに分けて競技を行っ

ています。各大会における各クラスの優勝者はその都度昇格し、又、競技委員会において年間の獲得ポイントを参考に昇格、降格の

作業を行っています。

　3 �　北海道自転車競技連盟会員以外の方は、右表に則って自己申告してください。

　　�年齢は2017年1月1日現在とし、40歳未満を④、55歳未満を⑤、55歳以上を⑥、一般女子を⑦、高校生男子を⑧、高校生女子を⑨、

中学生男子を⑩、中学生女子を⑪と区分けします。

　　�　但し、前年大会上位入賞者（1位~3位）は、上位に格付けします。

　4 �　ロードレースの区分は、Aクラス、Bクラス、Cクラスとし、時間差スタートとします。

●競技規則
　1�　2017年日本自転車競技連盟規則によります。
　２�　ヘルメットは、日本自転車競技連盟（JCF) 公認シールが貼付された公認ヘルメットを着用してください。

　３�　競技に使用できる器材（特に車輪）は、UCI、JCFの競技規則によるものとします。
　　　特に、重量は6.8㎏より軽い自転車は失格となります。
　４�　2017年 1月1日現在、満18歳未満の男女はギヤ比規制を行います。（ギヤ比　7.93m以下）

　５�　ロードレースにおいては、一定時間以上の遅れは失格とします。

　６�　記録集計はトランスポンダ計測で行います。

●注意事項
　１�　参加当日は、必ず「参加確認証」と「健康保険証」（コピー可）を持参してください。

　２�　ヘルメットは主催者から貸与できませんので、各自で必ず用意してください。

　３�　危険防止のため上記1及びヘルメットについての条件を満たしていない場合は、遠方から来られた方でも出走することはでき

ませんので、十分ご注意ください。

　４�　競技に使用するゼッケン、パワータグは受付にて「参加確認証」の提示により交付します。

　　　なお、参加確認証に記載された受付、検車時間に遅れた場合は、競技に参加できませんので注意してください。

　　　受付で、必ず計測用パワータグを取り付けてください。取り付けていない場合は出走できませんので注意してください。

　５�　代理出走、その他不正が認められた場合は失格とし、以後の大会にも参加できません。

　６�　競技中の事故による負傷については、救護班で応急処置はしますが、その後の処置は参加者本人の責任とします。

　７�　競技は一般公道を使用して行うため、主催者側の指示に必ず従ってください。違反者は失格又は走行を中止させる場合があります。

競技規則 /注意事項

ツール・ド・北海道区分 北車連区分
①�JCF登録者（男、女）

②�上級者

③�中級者

④�初級者（40歳未満）

⑤�初級者（55歳未満）

⑥�初級者（55歳以上）

⑦�一般女子

⑧�高校生男子

⑨�高校生女子

⑩�中学生男子

⑪�中学生女子

エリート

S-2

S-3

S-4

S-5

M

L

J

J-L

C-1

C-L

ロードレース区分

Ａクラス
①�JCF登録者　

②�上級者

Ｂクラス

③�中級者

④�初級者（40歳未満）

⑧�高校生男子

Ｃクラス

⑤�初級者（55歳未満）

⑥�初級者（55歳以上）

⑦�一般女子

⑨�高校生女子

⑩�中学生男子

⑪�中学生女子



　８�　競技途中でレースを中断した方は、直ちに最寄りの審判員に報告してください。

　９�　出走サインは、必ず指定時間内に指定場所で行ってください。指定時間外はペナルテイの対象とします。但し、スタート後は一

切認めません。

　10�　競技に参加する選手は、全員パワータグを取り付けて走行してください。競技終了後は速やかに会場内の返却専用窓口へ返却し
てください。

　　　なお、破損したり、返却されない場合は弁償費用として10,000円を頂きます。
　11�　参加者の肖像、氏名、住所、年令、競技歴などを、大会に関連する広報物全般及び報道、情報メデイアにおいて使用し、又、こ

れに付随して主催者が製作する印刷物・ビデオ・情報メデイアなどに利用しますので、あらかじめご了承願います。

●個人情報の取扱い
　１�　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令等を遵守し、個人情報を取り扱います。
　２�　個人情報は、大会運営に資するために利用するほか、大会参加者へのサービスを目的に、大会参加案内、記録通知、大会協賛・

協力関係団体からのサービスの提供等に利用します。

●参加申込先
　参加申込みは、「スポーツエントリー」へ、次のいずれかの方法により行ってください。
　　１　インターネット� http://www.sportsentry.ne.jp（携帯電話からもアクセス可能）
　　２　ファックス� 0120-37-8434（フリーダイヤル）
� �「ツール・ド・北海道2017市民ロードレース参加申込書」及び「大会参加誓約書」に必要事項を記入の上、

お申し込みください。

●競技参加料の支払い方法
　参加料は、「スポーツエントリー」へ、クレジットカード又はコンビニエンスストア、ネットバンクからお支払いください。
　なお、別途、スポーツエントリー料金が必要となります。また、申込み後、都合で参加できなくなった場合でも参加料はお返しでき
ませんので、ご了承願います。

　　〔お支払に関する問合せ先〕　電話　0570-550-846　ガイダンスの後「2」を押してください。
　　　　　　　　　　　　　　　�（受付：月～金／10：00～ 17：30　通話料は利用者負担）

●参加申込受付期間
　参加申込みは、2017（平成29）年6月7日（水）から7月14日（金）17時30分まで受け付けます。
　なお、募集人員に達し次第締め切ります。

●参加確認証
　参加申込受付後、8月中旬に「参加確認証」を送付します。受付、検車、クラス分け、ゼッケン、スタート等の案内については、「参
加確認証」に明記します。

　１�　ロードレースでは、各クラスの1位～3位までの入賞者を表彰します。又、A・
B・Cクラスの各1位にはチャンピオンジャージを授与します。

　　�　ロードレースA・B・Cには、「ロイズ山岳賞」を設け、3位までの入賞者に
副賞を授与します。

　２�　ロードレース完走者に「完走証」を差し上げます。
　　�　当日受け取れない選手については、10月末まで公益財団法人ツール・ド・北
海道協会事務局で保管していますのでお越しください。

参加申込み方法

表　彰

　市民ロードレースの参加者全員に「参加賞」を差し上げます。

参加賞

公益財団法人ツール・ド・北海道協会「市民参加係」　電話：011-222-5922／E-mail：tour-citizen@estate.ocn.ne.jp

問い合わせ先

ロードレース表彰区分

Aクラス
①�JCF 登録者
②�上級者

Bクラス
③�中級者
④�初級者（40歳未満）
⑧�高校生男子

Cクラス

⑤�初級者（55歳未満）
⑥�初級者（55歳以上）
⑦�一般女子
⑨�高校生女子
⑩�中学生男子
⑪�中学生女子



●開 催 日　2017（平成29）年9月10日（日）
●場 所　函館市
●受付・検車　6：00～7：00　函館競輪場
　　　　　　　��前日受付／9月9日（土）13：00～18：00
　　　　　　　��　　　　　�函館アリーナ（多目的会議室B）
●開 会 式　7：00～7：30
●スタート時刻　Aクラス　7：50
　　　　　　　Bクラス　8：00�
　　　　　　　Cクラス　8：10
●表 彰 式　11：30～
●募 集 人 員　600名
●道内大会取得ポイント　HCF 各クラス 1 位　100 ポイント

市民ロードレース　A・B・Cクラス　68km

競技中止地点及び時間（9/10 ロードレース）
　恵山総合体育館　スタートより34.8km
　・Ａクラス　9：15
　・Ｂクラス　9：27
　・Ｃクラス　9：40
＊最終競技中止時刻
　根崎公園　スタートより65km地点
　・全クラス　10：40

ロードレースの概要・コース図

〔コース図〕

〔コース高低表〕
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●JR 函館駅から
　 • ３番乗り場から函館バス（通常路線バス）6、96系統で約10分
　　「競輪場通」下車��徒歩約５分
　 • タクシーで約8分（約4km）

●函館市電から
　 •「深掘町」下車��徒歩約15分

●湯の川温泉街から
　 • 徒歩約30分

●函館空港から
　 • 空港連絡バス（帝産バス）で約15分「競輪場」下車��徒歩約5分
　 • 路線バス（函館バス96系統）で約25分「競輪場通」下車��徒歩約5分
　 • タクシーで約10分（約6km）

アクセス

駐車場が狭い為、会場へは自走で集合願います。



ツール・ド・北海道2017  市民ロードレース参加申込書
ツール・ド・北海道市民ロードレースに参加したいので、競技参加料を添えて申込みます。

2017（平成 29）年　　　月　　　日

受付期間：平成29年６月7日(水）～７月14日（金）17時30分まで（※募集人員に達し次第締め切ります）

●レースに参加する抱負、コメントなどをご記入下さい。プログラムに掲載されます。（20 字以内）

　  参加者氏名

●お支払方法を選択してください（いずれか必ず 1つチエックしてください）
　　□セブンイレブン　□ファミリーマート　□ローソン　□セイコーマート
　　□クレジットカード（ご利用可能なクレジットカード：VISA、MASTER、JCB、OMC、DINERS、AMEX）

●クレジットカードご利用の場合（ご利用の場合のみカード番号および有効期限をご記入ください）

　　※参加費のお支払いには、参加費のほか別途スポーツエントリー利用料が必要です。参加費4000円まで300円、4001円以上は参加費の7%が利用料となります。

●お支払に関するご連絡先（必ずご記入ください）
　　ＦＡＸ　　　　　　　　―　　　　　　　　―　　　　　　　　

　　フ リ ガ ナ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　E-mail　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＠　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　※メールアドレスはブロック体で丁寧に分かりやすくご記入ください。
　　※フリガナは ab-c@de1.jpであれば、エービーハイフンシー @デーイーイチドッドジェイビーのようにご記入ください。
　　※entry@sportsentry.ne.jp からのメールを受信いただけるよう設定をお願いいたします。

●ご注意
　　※お支払に関するご連絡先（FAX 番号またはメールアドレス）の記入がない場合、および送付内容に不備がある場合はお申込みが無効となります。
　　※ �FAXをお送りいただいた後、2営業日以内（土日祝日は翌営業日）にスポーツエントリーより、お支払案内を記入いただいたメールアドレスまたは FAXへ

ご返信いたしますので必ずご確認をお願いいたします。万が一連絡がない場合には下記までご連絡ください。
　　※ご連絡先の記入誤りおよび不明瞭、またはお客様の受信設定等によるお支払い案内の未着に関して、弊社では一切の責任を負いかねます。

◆スポーツエントリーカスタマーサポートセンター　TEL 0570-550-846（平日10 時～17 時 30 分）
（なお、IP 電話、ケーブルテレビ専用電話等、および海外からのお電話は繋がりません）

※ガイダンスのあと「2」を押してください。

カード番号

有 効 期 限　　　　　年   　　　　月

スポーツエントリー申込　　FAX 番号：0120-37-8434

●競技参加料

キ
リ

ト
リ

参 加 レ ー ス
種目に○印を付けて下さい

市民ロードレース
9 月 10 日（日）

68km

A クラス
B クラス
C クラス

�フ　リ　ガ　ナ

氏 名
生年月日
（西暦）

性
別 男・女 年

齢 才

保 護 者 氏 名
（続柄：　　　　）

学　　年 年

連 絡 先 住 所
〒（　　　　　　） 電話

番号
自宅 （　　　　）

携帯 （　　　　）

チ ー ム 名 HCF 会員番号（必須）

表 彰
クラス A クラス B クラス C クラス

参 加
クラス

①
（JCF登録者）

②
（35k走行者）

③
（30k走行者）

④
（40才未満）

⑧
（高校生男子）

⑤
（55才未満）

⑥
（55歳以上）

⑦
（一般女子）

⑨
（高校生女子）

⑩
（中学生男子）

⑪
（中学生女子）

参　　加　　料 9,000� 9,000� 9,000� 9,000� 7,000� 9,000� 9,000� 9,000� 7,000� 5,000� 5,000�
※�申込み参加クラス番号並びに参加各ステージの金額及び合計金額を記載して下さい。

参加クラス番号 No. 金　額

円



　私は、本大会への参加にあたり、下記事項に同意することを誓います。

１�　私は、大会主催者が設けた全ての規約、規則、注意事項、指示を順守します。

２�　私は、私個人の責任において安全管理、健康管理に十分注意を払い、大会に参加します。万一体調など
に異常が生じた場合はすみやかに競技参加を中止します。

３�　私は、大会が危険な競技であることを認識しております。よって、私が大会競技中及び付帯行事の開催
中に負傷またはこれらに基づいた後遺症の発生、あるいは死亡した場合においても、その原因の如何を問
わず大会に関わる全ての大会関係者に対する責任の一切を免除いたします。又、私に対する補償は大会に
掛けられた傷害保険の範囲内であることを確認承諾いたします。従って、私自身及び家族、親族、保護者
等関係者などのいずれからも、私が被った一切の障害、自転車を含むあらゆる物損等の損害についての賠
償請求を行いません。

４�　私は、大会競技及びその付帯行事の開催中、私個人の所有物及び用具に対し、一切の責任を持ちます。

５�　私は、大会開催中に、負傷したり、事故に遭遇したり、あるいは発病した場合には、私に対する応急処
置が施されることを承諾し、その処置の方法及び結果に対しても異議を唱えません。

６�　私は、気象条件の悪化及び環境の不良など大会開催者の責に帰すべからざる事由により、大会が中止に
なった場合、又は大会内容に変更があった場合、更には、用具の紛失、破損などにより大会参加に支障が
生じた場合においても、主催者に対してその責任を追及しないこと並びに大会参加のために要した参加料、
諸経費の支払い請求を一切行いません。

７�　私は、メディア（各種報道・情報機関）が、大会に関する放送（地上波、BS放送、CS放送等）・放映・
DVD制作等の商業的２次利用において、あるいは大会主催者・管轄競技団体が制作するウェブサイト、
出版物（販売用を含む）印刷物において、私の名前（氏名）、写真・映像等を自由に使用することを承諾
いたします。
　　また、それらを掲載し使用する権利が、主催者に帰属することについても承諾します。

８�　私は、大会参加者の「個人情報の取扱い」については、別途記載の主催者の規定に則ることに同意します。

９�　私の家族、親族又は保護者は、本大会の内容を理解・了承し、私が大会に参加することを承諾しており
ます。
　　特に、私が18歳未満の場合は、家族、親族、保護者又は引率者に帯同してもらいます。

　以上、私は、大会参加申込書のすべての記載事項が事実かつ正確であることを認め、又、私及び私の保護
者は、大会の誓約書及び大会の内容をよく理解し、承諾、同意したことを証するために、以下のとおり署名、
捺印致します。

2017（平成29）年　　　月　　　日

� 参加者自筆署名捺印� 印　

� （18歳未満のみ）���　
� 保護者署名捺印� 印��　

� （続柄　　　　　　）
� ※署名・捺印のないものは受付致しません。
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