


●クラス区分
　1�　スピード・経験・能力に差がある者が混在して走行することによる危険を避けるため、北海道自転車競技連盟のランク区分に基

づいて、参加者のタイムトライアル及びロードレースのクラス分けを行います。
　2�　北海道自転車競技連盟会員の参加者については、2019年 8月 13日現在のランク区分によりエリート、S-2、S-3、S-4、

●開催日　2019年 9月7日（土）から9月8日（日）までの2日間
●日　程　競技種目別の開催日は、次のとおりです。

●参加資格　競技種目別の参加資格は以下のとおりです。

開催日・競技種目・受付

ツール・ド・北海道2019

市民レース大会参加募集要項

　「ツール・ド・北海道」は、国際自転車競技連合（UCI）公認の
自転車ロードレースで、大自然の中を町から町へと公道を使用し
て巡る本格的なステージレースです。
　大会は今年で33回を迎え、海外及び国内から20チーム・100
名の選手を招き、2019 年９月６日から８日までの３日間に渡っ
て開催されます。昨年は大会前日未明に発生した地震により全日
程が中止となったことから、今年も再度、道北・道東地域の 20
自治体を舞台に実施します。3日間の総走行距離が 541kmに
およぶ山岳コースで、過酷なレースが展開されることとなります。

■第１ステージ（185km） 
　ロードレース　旭川市～美瑛町～富良野市～新得町

■第２ステージ（174km） 
　ロードレース　帯広市～士幌町～上川町～北見市留辺蘂町

■第３ステージ（182km） 
　ロードレース　北見市～遠軽町～愛別町～当麻町

　「ツール・ド・北海道 2019」（UCI 公認国際大会）の開催にあわせ、一般市民の方が参加できる「市民レース大会」
を次のとおり開催します。
　今年の競技種目はタイムトライアルとロードレースです。ロードレースについては、「ツール・ド・北海道 2019」国
際大会のコースを一部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。どうぞ奮って
ご参加ください。

「ツール・ド・北海道 2019」( 国際大会）について

●参加者受付（ロードレースは当日の受付はありませんので、必ず前日までに完了願います）

参加資格・クラス区分

区　分 日　程 競技種目 距　離 会　　場
第1ステージ 9/7（土） タイムトライアル 2.2km 旭川市石狩川河川敷　特設コース

第2ステージ 9/8（日） ロードレース
Aクラス　127km 遠軽町生田原～上川町～愛別町～当麻町
Bクラス��　99km 遠軽町丸瀬布～上川町～愛別町～当麻町
Cクラス　��39km 上川町～愛別町～当麻町

受付日時 場　所 備　考
9/6（金）　13：00～ 18：00 旭川市神楽公民館　2階 タイムトライアル、ロードレース受付
9/7（土）　��9：00～ 11：00 旭川市石狩川河川敷地 タイムトライアルのみ受付
9/7（土）　10：00～ 17：00 旭川市神楽公民館　2階 ロードレースのみ受付

競　技　種　目 参　加　資　格
タイムトライアル 2.2km 1kmを 2分以内で走行できる者

ロードレース�

（集団走行経験者）

Aクラス�127km 一般男子（高校生・中学生を除く）で35kmを1時間以内で走行できる体力を有している者
Bクラス���99km 高校生以上の男子で30kmを1時間以内で走行できる体力を有している者
Cクラス���39km 中学生以上の男女で25kmを1時間以内で走行できる体力を有している者



S-5の 5クラスに分け競技を行います。
　　�　なお、各大会における各クラスの優勝者はその都度、ラ
ンクが昇格します。また、年間の獲得ポイントにより、競
技委員会において昇格または降格の作業を行います。

　３�　北海道自転車競技連盟会員以外の参加者は、別表に則っ
て自己申告してください。2019年 1月 1日現在の年齢
で、40歳未満を④、55歳未満を⑤、55歳以上を⑥（④
～⑥は男性）、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に区分します。

　　�　ただし、前回大会（2017年）での上位入賞者（１位～
３位）は、上位に格付となります。

　1�　タイムトライアル及びロードレースはそれぞれの参加
クラス区分別に１位～ 3 位の入賞者を表彰します。

　2�　タイムトライアル及びロードレースの両競技に参加する者をA～Cクラスに分け、最終日にクラス別に、総合１位～３位の
入賞者を表彰します。

　　�　あわせて各クラスの総合１位入賞者にはジャージ（黄色）を授与します。
　３�　ロードレースにおける A 及び B クラスの 1 位～３位入賞者には「ロイズ山岳賞」を設けます。
　4�　タイムトライアル完走者には「記録証」を、ロードレース完走者には「完走証」を贈呈します。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、お越しいただき受領願います。

●競技規則
　1�　2019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」の表示があるもの及び「JKA」の認定のものを着用してください（但し、小学生は

硬質ヘルメットでも可）。
　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。
　　�　重量は6.8㎏より軽い自転車は失格となります。標準車両（最少12本のスポークを持ち、その断面が10㎜を越えない等）以
外を使用する場合は、使用を承認するUCI ホームページのコピーまたは、これを証明する書類を提示ください。それ以外の使用
は一切認めません。

　４�　2019年 1月 1日現在、15歳以上18歳未満または、高校在学
中の男女はギア比規制を行います（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（抜粋：詳細は大会プログラムの注意事項参照）
　1�　一般的事項
　　・�受付当日は必ず「参加確認証」と「健康保険証」（コピー可）を持参してください。
　　・�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及び車検時間に遅れた場合は、競技に参加できません。
　　�　パワータグは走行前に装着してください。パワータグを装着しないで走行した場合は失格の対象となります。
　　・�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。指定時間外はタイムペナルティ（3分）の対象となります。ただ

し、スタート後は一切認めません。
　　・�ヘルメットの未着用、競技に適さない服装、体調の悪い者（医師の判断）、役員の指示に従わない者、その他出場者資格がない

者と判断された場合は、競技に参加できません。
　　・�代理出走、その他不正が認められた場合は失格とし、以降の大会にも参加できません。後日発覚した場合も同様です。
　　・�競技は雨天決行です。雨合羽の着用はゼッケン番号が見える透明なものとします。
　　・�ロードレース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。違反者は失格または走行を中止させる場

合があります。
　　・�競技終了後は、パワータグを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、破損した場合、返却されなかった場合は弁償費用として 10,000 円をお支払いただきます。

表彰等

競技規則・注意事項

打切り関門
●Ａクラス：���28.0km地点　丸瀬布総合支所　　9：00

��90.5km地点　北の森ガーデン　11：10
●Ｂクラス：���62.5km地点　北の森ガーデン　11：25
●Ｃクラス：���17.4km地点　町道10線　　　　9：00

別表

参加クラス
区　分

北海道
自転車競技連盟

ランク区分

ロードレース
クラス・
総合区分

①�JCF登録者（男女） エリート
Aクラス

②�上級者（男性） S-2
③�中級者（男性） S-3

Bクラス
④�初級者（40歳未満男性） S-4
⑤�初級者（55歳未満男性） S-5

Ｃクラス⑥�初級者（55歳以上男性） M
⑦�一般女子 L
⑧�高校生男子 J Bクラス
⑨�高校生女子 J-L

Ｃクラス⑩�中学生男子 C-1
⑪�中学生女子 C-L
⑫�小学生（高学年５・６年男女） C-2
⑬�小学生（中学年４・３年男女） C-3
⑭�小学生（低学年１・２年男女） C-4



●参加申込受付期間
　2019 年 5 月 20 日（月）～ 7 月 19 日（金）　なお、募集人員に達し次第締め切ります。
●参加申込先
　申込みの受付けは、「スポーツエントリー」で行っています。次のいずれかの方法でお申込みください。
　1　インターネット　https://www.sportsentry.ne.jp（スマートフォンからも可）
　2　ファックス　　　�0120-37-8434（フリーダイヤル）

プロフラム最終ページに掲載の「ツール・ド・北海道2019市民レース大会参加申込書」及び「大会参加誓約書」
に必要事項を記入の上、お申込みください。

●競技参加料の支払方法
　１　インターネットでお申込みの場合
　　コンビニ決済、クレジットカード決済またはインターネットバンク決済のいずれかとなります。
　2　ファックスでお申込みの場合
　　コンビニ決済（セブンイレブン・ローソン・ファミリーマート・セイコーマート）のみとなります。
　　なお、決済時に参加料に応じた「利用料」がかかります。
　3　お申込み後のキャンセルについて
　　参加料はお返しできませんので、ご了承願います。
　　　　お電話でのお問合せ　�電話：0570-039-846　ガイダンスの後「2」を押してください。�

受付：土日祝を除く月～金／10：00～ 17：30（通話料は利用者負担）
●参加確認証の送付
　参加申込受付後、8月中旬ころに「参加確認証」を送付します。
　受付、車検、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。

参加申込み方法

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

問合わせ先

　　・�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。
　　・�競技途中でレースを中断した場合は、直ちに審判員または大会本部へ電話等で報告してください。報告のない選手はペナルティ

の対象とします。電話番号：090-8897-3294
　　・�未成年者の参加申込については、保護者の承認が必要です。

　2�　装備品・車両等に関すること
　　・�ヘルメットは各自で必ず用意すること。主催者からは貸与できません。
　　・�整備上の車検は行いません。競技規則による規格、付属品の有無についてのみ行います。
　　　自転車の整備点検については、事前に自己の責任において行ってください。
　　・�本大会ではディスクブレーキについてのニュートラルサービスは実施していません。
　　・�「スピナッチ」等のエクステンションバーは使用できません。

　3�　スタート地点へのバス運行
　　・�ロードレース開催日 (9月 8日）には、フィニッシュ地点の当麻町から各スタート地点までバスを運行します（選手はバスに乗

車、自転車は併走するトラックに積込）ので、乗車を希望する方は参加申込時に、バス利用料金を加えてお申込みください。
　　・�バスの出発場所は当麻町「くるみなの木遊館」北側の空地です。（くるみなの木遊館��住所：当麻町6条西4丁目）
　　　運行予定は以下のとおりとなっていますので、出発時間に遅れないようお集まりください。

　4�　個人情報の取扱い
　　・�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順守し、個人情報を取り扱います。
　　・�主催者は大会参加者へのサービス及び大会運営向上を目的として、参加者の個人情報及び肖像を利用するほか、大会に関する放

送、情報メディア（動画配信、SNS等）、WEBサイト、写真、印刷物等において利用する場合があります。

当麻町 出発時刻 スタート地点
到着時刻予定 スタート地点

Aクラス 5：00 6：50 遠軽町生田原ちゃちゃワールド前
Bクラス 5：30 6：50 遠軽町丸瀬布総合支所前
Cクラス 6：00 6：40 上川町総合体育館前



●開 催 日　2019年 9月7日 ( 土）
●場 所　旭川市石狩川河川敷地特設コース
●受付・検車　9：00～ 11：00�
●開 会 式　11：30～ 11：50
●スタート時刻　12：00（予定）

●開 催 日　2019年 9月8日 ( 日）
●スタート場所　�Aクラス　遠軽町生田原　ちゃちゃワールド前�

Bクラス　遠軽町丸瀬布　丸瀬布総合支所前
●検 車　�Aクラス　6：30～ 7：30

Bクラス　7：00～ 8：15
●スタート時刻　�Aクラス　8：00予定

Bクラス　9：00予定

●表 彰 式　16：00～ 16：30
●募 集 人 員　400名
●参 加 料　�小・中学生�1,000円　�高校生�2,000円

一般　4,000円
●道内大会取得ポイント　HCF 各クラス 1 位　60 ポイント

●フィニッシュ場所　当麻町とうまスポーツランド
●表 彰 式　12：45～ 13：30
●募 集 人 員　�Aクラス：150名

Bクラス：350名
●参 加 料　�中学生�5,000円　�高校生�7,000円

一般�9,000円
●道内大会取得ポイント　HCF 各クラス 1 位　120 ポイント

タイムトライアル　2.2km 

ロードレース　Ａクラス 127km／Ｂクラス 99km

各ステージの概要・コース図

〔コース図〕

〔コース図〕

〔高低表〕
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Ｂクラススタート
丸瀬布総合支所前
★打切り関門
Aクラス　
28.0km　9：00

Ａクラススタート
ちゃちゃワールド前

KOM　北見峠
H=857m
Ａクラス：64.6km
Ｂクラス：36.6km

フィニッシュ
当麻町とうまスポーツランド

★打切り関門
Ａクラス
90.5ｋｍ 11：10
Ｂクラス
62.5ｋｍ 11：25



●開 催 日　2019年 9月8日（日）
●スタート場所　上川町総合体育館
●検 車　6：30～ 7：30
●スタート時刻　8：00予定
●フィニッシュ場所　当麻町とうまスポーツランド

●表 彰 式　12：45～ 13：30
●募 集 人 員　200名
●参 加 費 用　�中学生�5,000円　�高校生�7,000円

一般�9,000円
●道内大会取得ポイント　HCF 各クラス１位　120 ポイント

ロードレース Cクラス 39km

バス出発地点及び市民ロード参加者駐車場

〔コース図〕

〔高低表〕

300

100

200

400

0 10㎞ 20㎞ 30㎞

Ｃクラススタート
上川町総合体育館前

フィニッシュ
当麻町とうまスポーツランド

★打切り関門
17.4km 9：00

●クラス別のバス出発・到着時刻及び利用料金
当麻町発 各スタート地点着 利用料金

Ａクラス 5：00 6：50
1,000円Ｂクラス 5：30 6：50

Ｃクラス ６：00 ６：40



ツール・ド・北海道2019 市民レース大会 参加申込書（FAX用）�
2019 年　　　月　　　日

受付期間：2019年5月20日（月）～7月19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ください。プログラムに掲載されます。
　参加者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●お支払方法
　　 ファックスでお申込みの場合、コンビニエンスストアからのお支払のみとなります。ご利用になるコンビニエンスストアにチェックを入

れてください。なお、決済時には参加費に応じた「利用料」が必要です。参加費 4000 まで 300 円、4001 円以上は参加費の 7％
が利用料となります。

　　（平成31年 4月1日から、クレジットカード決済が廃止されました。）

　　□ セブンイレブン　　□ ローソン　　□ ファミリーマート　　□ セイコーマート

●お支払いに関するご連絡先（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-c1@de.jp」の場合は「エービーハイフンシーイチ＠デーイードットジェイピーのようにご記入ください。

●ご注意
　　・お支払いに関するご連絡先（FAX 番号またはメールアドレス）の記載がない場合、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 到着後、2 営業日以内（土日祝日は次の営業日）にスポーツエントリーより、ご連絡先（メールアドレスまたは FAX）にお支払案内を送付

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は下記までご連絡ください。
　　・entry@sportsentry.ne.jp からのメールを受信いただけるようメールの受信設定をお願いします。
　　・ご連絡先の記入誤り及び不明瞭並びに、申込者の受信設定によるお支払い案内の未着に関しては、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 0570-039-846（平日10 時～17 時 30 分）
なお、IP 電話、ケーブルテレビ専用電話、海外からのお電話はつながりません
ガイダンスのあとに「2」を押してください

スポーツエントリー申込FAX番号　0120-37-8434
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ツール・ド・北海道市民レース大会に参加したいので、以下のとおり申し込みます。

参 加 種 目 ・タイムトライアル ・ロードレース クラス選択 ・A クラス　・B クラス　・C クラス
フ　リ　ガ　ナ 生年月日 

（西暦）
年 

　　　月　　　日
年齢

歳氏 　 名

保護者氏名
※参加者が 18 歳未満の場合　（続柄：　　　）

性　別 男　・　女 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）

●競技参加料

参加クラス区分 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭
JCF登録者 上級者 中級者 初級40才未満 初級55才未満 初級55才以上 一般女子 高校生男子 高校生女子 中学生男子 中学生女子 小学生高学年 小学生中学年 小学生低学年

タイムトライアル 4,000� 4,000� 4,000� 4,000� 4,000� 4,000� 4,000� 2,000� 2,000� 1,000� 1,000� 1,000� 1,000� 1,000�

ロードレース 9,000� 9,000� 9,000� 9,000� 9,000� 9,000� 9,000� 7,000� 7,000� 5,000� 5,000�

2 日間参加 12,000� 12,000� 12,000� 12,000� 12,000� 12,000� 12,000� 8,000� 8,000� 5,000� 5,000�

バ ス 利 用 1,000� 1,000� 1,000� 1,000� 1,000� 1,000� 1,000� 1,000� 1,000� 1,000� 1,000�

※参加クラス区分番号と参加料金等の合計額を記載してください。

参加クラス区分番号 参
加
料
金

タイムトライアルのみ ロードレースのみ 2日間参加 バス利用料金 合計金額

円 円 円 円 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。

記

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、主催者が大会参加者へのサービス及び大会運営向上を目的として、私の個人情報及び肖像を利
用するほか、大会に関する放送、情報メディア（動画配信、SNS等）、WEBサイト、写真、印刷物等
において利用することを承諾します。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。

2019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。

「ツール・ド・北海道 2019」
市民レース大会

大 会 参 加 誓 約 書
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