赤城山ヒルクライム

Mt.AKAGI

HILL
CLIMB
2022.9.25

SUN.

まえばし赤城山ヒルクライム大会 2022

7月１日 金 〜7月８日 金
8:00pm

▼

申込期間・方法

個 人協賛枠（先着150名）

11:59pm

7月10日 日 〜7月17日 日
11:59pm

▼

8:00pm

一 般枠（先着1750名）
・キッズヒルクライム（抽選50名） インターネット受付

競 技●午前７時00分〜午前11時00分
コース●前橋合同庁舎
（前橋市立前橋高等学校）エリア

赤城山総合観光案内所

全長20.8km（平均勾配6.4％／最大勾配9.7％ ／標高差1,313ｍ）

（キッズヒルクライムは畜産試験場交差点）

［参加料］
9,000円
（中学生・高校生4,000円、小学生3,000円）
（JBCF300名含む）
参加者2,300名
,
エントリー・要項などに関するお問い合わせ先
〒371-0037 群馬県前橋市上小出町1-33-2 まえばし赤城山ヒルクライム大会エントリーセンター（コーエィエントリーセンター内）

TEL：0800-800-1701

※水・日・祝日を除く10:00〜17:00

大会に関するお問い合わせ先
〒371-0051 群馬県前橋市上細井町2192番地

まえばし赤城山ヒルクライム大会実行委員会事務局（前橋市まちづくり公社スポーツ健康部 スポーツ振興課内）
大会公式ホームページ http://www.akg-hc.jp/

TEL：027-289-4764
（代表） FAX：027-289-4765

【主催】まえばし赤城山ヒルクライム大会実行委員会
【共催】前橋市・前橋市教育委員会・前橋市スポーツ協会・前橋市まちづくり公社・全日本実業団自転車競技連盟
（JBCF）
【後援】国土交通省高崎河川国道事務所・群馬県・群馬県教育委員会・前橋観光コンベンション協会・前橋商工会議所・富士見商工会・赤城山観光連盟・前橋市物産振興協会・群馬県自転車競技連盟・前橋市アマチュ
ア自転車競技協会・群馬県サイクリング協会・前橋市サイクルスポーツ協会・群馬県自転車協同組合・ＪＡ前橋市・群馬テレビ・上毛新聞社・エフエム群馬・まえばしＣＩＴＹエフエム・朝日新聞社・毎日新聞社・
読売新聞前橋支局・産経新聞前橋支局・東京新聞前橋支局・日本経済新聞社前橋支局・共同通信社前橋支局・時事通信社前橋支局・ＮＨＫ前橋放送局・前橋スポーツコミッション
【協力】群馬県警察本部・前橋警察署・前橋東警察署・前橋市医師会・前橋市消防局・前橋市自治会連合会・前橋市交通指導員会・前橋市スポーツ推進委員会・富士見町体育協会・群馬県バス協会・前橋
地区タクシー協議会・前橋市シルバー人材センター・前橋旅館ホテル協同組合・赤城山旅館飲食店組合・前橋中心商店街協同組合・前橋商店街連合会・東日本旅客鉄道株式会社高崎支社・ハープレー
シングクラブ

主催
このリーフレットは、競輪の補助により作成しました。
https://hojo.keirin-autorace.or.jp

まえばし赤城山ヒルクライム大会実行委員会

http://www.akg-hc.jp/
大会の詳しい情報は公式HPから

【１. 日 時】

【７. 大会日程
（予定）
】※大会運営の都合により変更の場合があります。

● 令和４年９月25日
（日）〈荒天中止〉
競技時間：午前７時00分〜午前11時00分
（交通規制 午前6時30分〜午前11時30分）

９月25日
（日）≪前橋合同庁舎（前橋市立前橋高等学校）エリア ⇔ 赤城山総合観光案内所≫
【５：00〜６：00】
■入場チェック

【２. コース】

各選手待機場所において健康チェックシステムの結果画面の提示（または体

● 一般
前橋合同庁舎（前橋市立前橋高等学校）エリア ⇔ 赤城山総合観光案内所
（全長：20.8km・平均勾配：6.4％・最大勾配：9.7％・標高差：1,313ｍ）
※計測開始地点は、上細井町交差点北「50ｍ付近」

【５：30〜６：30】
■選手整列（エキスパートクラスを先頭に、
申告タイム順での整列）
※整列グループについては、参加案内通知書に同封します。

【６：30〜７：00】

【３. 募集定員】

競技注意事項等説明 など

● 2,000名
・個人協賛枠インターネット受付【先着順： 150名】
※個人協賛枠申込の場合は、一般参加料（
「9,000円」または「4,000円」
）と
は別に個人協賛金として「10,000円」が必要となります。

【先着順： 1,750名】
【抽 選： 50名】
【抽 選： 50名】

※第９、10回大会スタンプラリー申込者より決定済（受付終了）

【７：00〜７：50】
■競技開始（スタート）
※エキスパートクラスを先頭に順次（５分間隔）グループ毎にウェーブスタート
します。
※記録計測開始地点（上細井町交差点付近）までは、パレード走行とし先導
車の追越し禁止。記録計測開始地点以降はフリー走行となります。
※安全管理上、参加人数及びコース状況によりスタート方法など変更の場合
があります。

【７：00〜11：00】
■競技（スタート → フィニッシュ）

【４. 参加資格】
①健康な男女で、本コースを競技時間内で完走できる自信のある方。
（下記カテゴリー参照）
②大会規約及び申込規約の全ての項目に同意する者。

※フィニッシュ（赤城山総合観光案内所）後、新坂平駐車場から集団下山を
行います。
下山隊列出発時刻は「8：20〜10：50（12グループ）
」とし、最終下山時刻
に間に合わない場合は、選手収容バス等での強制下山となります。
（単独での自力下山は、禁止となっております。
）

【12：00〜12：30】
■表彰式

【５. カテゴリー・参加料】
カテゴリー

カード・計測チップを装着して、指定の選手待機場所へお越しください。

■山頂行き手荷物預け
※希望者全員が無料で手荷物預けをご利用できます。

● キッズヒルクライム
前橋合同庁舎（前橋市立前橋高等学校）エリア ⇔ 畜産試験場交差点（第１関門）
（全長：5.6km・平均勾配：4.3％・標高差241ｍ）

・一般枠インターネット受付
・キッズインターネット受付
・スタンプラリー枠受付

調管理チェックシートの提出）、検温、消毒を行います。事前送付するナンバー

年齢区分

一般参加料

① エキスパート「男 子」（年齢制限なし）
② エキスパート「女 子」（年齢制限なし）
③一
般「男子Ａ」（高校生以上）〜（29歳以下）
④一
般「男子Ｂ」（30歳以上）〜（39歳以下）
⑤一
般「男子Ｃ」（40歳以上）〜（44歳以下）
⑥一
般「男子Ｄ」（45歳以上）〜（49歳以下）
⑦一
般「男子Ｅ」（50歳以上）〜（59歳以下）
⑧一
般「男子Ｆ」（60歳以上）〜（69歳以下）
⑨一
般「男子Ｇ」（70歳以上）
⑩一
般「女子Ａ」（高校生以上）〜（29歳以下）
⑪一
般「女子Ｂ」（30歳以上）〜（39歳以下）
⑫一
般「女子Ｃ」（40歳以上）〜（49歳以下）
⑬一
般「女子Ｄ」（50歳以上）
⑭ ジ ュ ニ ア「男 子」（中学生）
⑮ ジ ュ ニ ア「女 子」（中学生）
⑯ キッズヒルクライム「小学生男子４〜６年」（小学生４〜６年）
⑰ キッズヒルクライム「小学生女子４〜６年」（小学生４〜６年）

9,000円
9,000円
9,000円
9,000円
9,000円
9,000円
9,000円
9,000円
9,000円
9,000円
9,000円
9,000円
9,000円
4,000円
4,000円
3,000円
3,000円

※エキスパートクラスの申込は90分以内で完走できる方に限ります。
※カテゴリー、参加資格などの基準となる年齢は、大会当日のものです。
※全てのカテゴリーにおいて車種区分はありません。
※キッズの自力下山はできません。事務局の準備する車輌での下山となります。
※個人協賛枠申込の場合は、一般参加料（
「9,000円」または「4,000円」
）とは別
に個人協賛金として「10,000円」が必要となります。
（個人協賛記念品あり）

【６. 使用自転車】
● ロードバイク及び変速機付きスポーツバイク
※電動アシスト車、シングルスピード（ピストバイク）
、リカンベント、タンデム自
転車の使用は禁止します。
※DH バー、スピナッチ、クリップオンの装着は禁止します。
※「かご、ミラー、スタンド、ラック、キャリア等」走行時に接触するおそれのあ
る部品等は取り外してください。
（ただしキッズヒルクライムは除く。）

※「第12回 まえばし赤城山ヒルクライム大会入賞者（各カテゴリー上位３名）」
は表彰式を行います。

【８. 表彰】
● 各カテゴリー「上位８名（優勝、準優勝、第３位 〜 第８位」に賞状、
副賞授与。なお、一般「男子Ｇ」
（70歳以上）
・ジュニア・キッズの表彰
については、上位３名（優勝、準優勝、３位）のみとします。また、各
カテゴリー「優勝者」へは「チャンピオンジャージ」を授与します。
※申込み（当日出走）者が少ないカテゴリーにおいては、入賞者表彰ではな
く特別表彰扱いとなる場合もあります。
※不正出走が確認された場合は失格とし、順位の繰り上げは行わず空位とし
ます。

【9. 参加賞】
● まえばし赤城山ヒルクライム大会「オリジナルグッズ」

【10. 特別賞】
● 遠来賞、最高齢者賞、ラッキー賞

【11. 服

装】

● 必ず硬質自転車専用ヘルメット（JCF・幼児用 SG 規格）を着用し、
安全上、風紀上適切な服装を着用してください。

【12. 計測（関門）】
● 原則「競技時間内（午前11時00分）」にゴール地点（赤城山総合観
光案内所）を通過した全員の計測を行います。
最終関門時刻（午前11時00分）までにゴール地点を通過できない
場合は、その場で競技中止となり、選手収容バス、自転車回収コ
ンテナ車輌での収容（回収）となり自力での下山は禁止とします。
また、大会運営や他参加者の安全確保に支障をきたすと主催者が
判断した場合、競技を強制的に中断させる場合があります。
※記録計測方法は、エキスパート「グロスタイム」、その他は「ネットタイム」です。
また、計測チップは、足首に巻きつけるタイプを予定しております。

関門場所

関門時刻

第１関門（畜産試験場交差点
： 5.6km 地点）
第２関門（赤城県道旧料金所
： 8.9km 地点）
第３関門（姫百合駐車場
：15.1km 地点）
第４関門（一杯清水バス停
：18.7km 地点）
最終関門（赤城山総合観光案内所：20.8km 地点）

午前８時40分
午前９時00分
午前10時00分
午前10時30分
午前11時00分

※原則、最終関門（赤城山総合観光案内所）通過が「午前10時45分以降」の選手
は、最終下山隊列出発時間（12グループ：新坂平駐車場午前10時50分発）へ間
に合わない為、最終関門発「選手収容バス等」での下山となります。
※原則、ジュニア・キッズヒルクライム参加者は自力下山禁止となります。キッズヒ
ルクライム参加者は畜産試験場発「選手収容バス等」での下山となります。また
は道の駅ふじみ駐車場で保護者との下山となります。

【13. 申込期間】

● 令和４年７月１日
（金）〜７月17日
（日）
【14. 申込方法】
（1）
【個人協賛枠インターネット申込】 ≪先着順：150名≫
①申込期間

令和４年7月 1 日 ( 金 ) 20:00〜
令和４年7月 8 日 ( 金 ) 23:59
※定員になり次第、受付終了

②申込方法

大会公式ホームページ (http://www.akg-hc.jp/)
よりお申込ください

（2）
【一般枠インターネット申込】 ≪先着順：1,750名≫
①申込期間

令和４年7月10日 ( 日 ) 20:00〜
令和４年7月17日 ( 日 ) 23:59
※定員になり次第、受付終了

②申込方法

大会公式ホームページ (http://www.akg-hc.jp/)
よりお申込ください

（3）
【キッズヒルクライム】 ≪抽選：50名≫
①申込期間
②申込方法

令和４年７月10日（日）20:00〜
令和４年７月17日（日）23:59
大会公式ホームページ (http://www.akg-hc.jp/)
よりお申込ください

（4）
【スタンプラリー枠申込】 ≪抽選：50名≫
第９回・第10回大会赤城山大洞地区限定スタンプラリーまたは、
2021年 AKAGI サイクルスタンプラリーに参加し、応募いただいた方の
中から、抽選結果に基づき事前に当選通知が発送された方。なお、
「申
込方法、参加料入金締切日等、大会申込詳細」については、後日個
別に通知を行います。
（5）申込注意事項「上記申込み枠 (1) 〜 (4) 共通事項」
● グループでのエントリーはできません。
● 未成年者の参加については、必ず保護者の承諾が必要です。
● 指定された期日までに参加料の入金が確認できない場合は、参加
の取り消しを行います。
● 自己都合による申込み後の種目変更、キャンセル等はできません。
● 過剰入金、重複入金の返金はしません。
● 安全上、風紀上適切な服装を着用してください。(着ぐるみ等での
参加はできません。)

【15. 大会規約・申込規約・個人情報の取り扱いについて】
（1）
【参加上の注意
（大会規約）
】
1. 大会参加者は、全て各自の責任においてスポーツマンシップに則った節度ある行動をすること。
2. 大会中の盗難や遺失、物損（自転車、ヘルメット等）
に関しては各自の責任で処理すること。
3. 参加者全員に傷害保険（競技中の事故のみ）
を適用しているため、有事の際は必ず大会中に主催者へ届
け出ること。
なお、レース中に限らず大会当日
（メカニックサービス作業時も含む）
の自転車（フレーム・パーツ等）
の破
損・紛失・盗難等は保険対象外ですので、補償が必要な方は、各自で保険に加入してください。
4. 競技中及び大会行事の開催中に負傷または死亡事故が発生した場合、参加者及び家族・保護者等の関
係者は、その原因の如何を問わず、大会主催者のかける傷害保険の他は主催者及び大会関係者に対して
補償請求をすることはできない。
※新型コロナウイルス感染症は保険適用外
5. 競技中の事故等の応急措置は主催者が対応するが、それ以外については各自の責任において競技に参
加すること。
6.自転車は競技に安全に参加できる自転車で、変速機構を有するものでなくてはならない。固定ギヤ及びＤ
Ｈバー等の使用は認めない。
また、前かご・スタンドなど走行時に他車に接触する危険性のある部品や転倒時に危険と思われる部品
は取り外し参加すること。
（別紙「車種規制」のとおり）
7. 必ず硬質自転車専用ヘルメットの着用及び安全上、風紀上適切な服装を着用する。なお、ヘルメットにつ
いては「JCF・幼児用 SG 規格」とする。
8.安全上、風紀上適切な服装を着用してください。
（着ぐるみ等での参加は出来ません。
）
9. 大会前日及び当日の受付は行いません。
当日は、参加案内に記載する指定された選手待機場所において入場チェック
（健康チェックシステムの結
果画面の提示または体調管理チェックシートの提出と検温・消毒）
を行います。事前送付するナンバーカー
ド・計測チップを装着し、選手待機場所にお越しください。
なお、ナンバーカード・計測チップをお忘れの場合は、
「有料手数料（2,000円 / 名）
」
、
「人数制限（100名

程度）
」がありますが、当日再発行を行います。
10. 会場移動等で一般道を使用の際は、必ず交通法規・マナー等を守ってください。
なお、大会当日の集合時間が朝早い（薄暗い）
為、無灯火はやめましょう。
11. 新型コロナウイルス感染症等の疫病・地震・風水害・降雪・事件・事故等により、やむを得ない場合、
大会内容の縮小や中止の場合があります。
12. 必ず受付登録した本人が出走すること。
（代理出走等は不可）
13. まえばし赤城山ヒルクライム大会に限り、競技中も原則として左側通行を心がけること。
（緊急車両及び
運営車両の通過あり）
14. 万が一の場合を除き、急激な斜行や蛇行・急停止等の危険な走行行為はしないこと。
15. 危険と思われる箇所や、緊急事態発生時には、必ず大会関係スタッフ等への報告を行い、その指示に従
うこと。
16. 棄権の場合は、道路左側の安全と思われる位置に待機し、最後尾の収容車を待つこと。
17. まえばし赤城山ヒルクライム大会は、午前11時30分に交通規制が全面解除されます。交通法規等を厳
守して下山すること。
18.下山の際は交通ルールを遵守し（先導車・前走者の追い越し禁止、失格対象）
、指定のルートより下山す
ること。
（下山はグループ振分の２ルートとなります。係員の指示に従ってください。
）
19. 計測チップはフィニッシュ後に回収地点で必ず返却してください。出走しなかった場合、返却せず誤って
持って帰ってしまった場合は事務局までお送りください。返却をしなかった場合や破損等した場合は実費
（2,000円）
を請求させていただきます。
20. 大会運営や他参加者の安全確保に支障をきたすと主催者が判断した場合、競技を中止、または中断さ
せる場合があります。
21. 騒音を出しながらの走行は禁止。
（外部スピーカ付きオーディオ機器等の持ち込み禁止。
）
22. ゴミは全て各自でお持ち帰りください。
23. 不正出走が確認された場合は失格とし、順位の繰り上げは行わず空位といたします。

（2）
【参加上の注意
（申込規約）
】
1. 主催者は、傷病や紛失、その他の事故に関し、応急処置を除いて一切責任を負いません。
2.自己都合による申込み後の種目変更、キャンセルは出来ません。
3. 年齢、性別の虚偽申告、申込者本人以外の出場（不正出走）
は認めません。
その場合、出場が取り消されます。
4.
「地震・風水害・降雪・事件・事故等」による中止の場合の参加料返金はいたしません。
但し、主催者が特別な事態と判断した時は、その都度、決定します。
5. 新型コロナウイルス感染症等による大会中止の場合、参加費は中止を決定した時点までに生じた費用を
勘案し、返金の有無、金額等を決定いたします。
5. 前記「2・3」
、または過剰入金、重複入金の返金はいたしません。
6. 大会出場中の映像・写真記事・記録のテレビ、新聞、雑誌、インターネット等への掲載権は主催者に属し
ます。
7. 未成年者の参加については、保護者の承諾が必要です。
8. 主催者は個人情報の保護法令を厳守し、参加者の個人情報を取り扱います。
9. 主催者は、上記の申込規約の他、大会規約に則って開催します。

（3）
【参加上の注意
（個人情報の取り扱いについて）
】
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律及び関連法令等を厳守し、主催者
の個人情報保護方針に基づき、個人情報を取り扱います。
大会参加者へのサービス向上を目的とし、参加案内、記録通知、関連情報の通知、次回大会の案内、記
録発表（ランキング等）
に利用いたします。
※主催者もしくは委託先から、申込内容に関する連絡をさせていただくことがあります。
※新型コロナウイルス感染防止策として、体調管理チェックシートを含む個人情報を取得させていただきま
す。これらの個人情報は、行政機関・医療機関から要請があった場合に限り、適切な方法で提出するこ
とがありますので、ご了承ください。

（4）
【参加上の注意
（新型コロナウイルス感染症拡大防止特別申込規約）
】
1. 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、主催者が今後定める全ての規約類及び指示に従わない参加
者は、他の参加者の安全確保のため、参加を取り消すことがあります。
2. 主催者は参加者の新型コロナウイルスの感染防止に努めますが、万が一感染した場合は責任を負いません。
3.65歳以上の方、基礎疾患を有する方は新型コロナウイルス感染により重症化するリスクが高いことを認
識したうえでご参加をお願いいたします。
4. 大会１週間前から健康状態を確認し、
「健康チェックシステム」に記録を行ってください。システムの使用
ができない方は、
「体調管理チェックシート」に記入の上、当日提出してください。体調管理チェックシート
は大会ホームページよりダウンロードしてください。
5. 主催者は「健康チェックシステム」等の感染防止上取得した個人情報を大会終了後１か月間保管します。
6. 大会終了後14日以内に新型コロナウイルス感染を発症した場合は、主催者に対して速やかに連絡し、同
時に濃厚接触者の有無についても報告してください。
7. 後日参加者、大会関係者の中から感染者が出た場合には、保健所などの聞き取り調査にご協力いただく
場合がございます。
8. 参加者が以下の事項に該当する場合は、参加を見合わせていただきます。
・健康チェックシステム
（体調管理チェックシート）
に該当する症状がある場合。
・37.5度以上の発熱がある場合。
（当日入場チェックにて検温を行います）
・せき、痰、のどの痛みなど風邪の症状のある場合。
・倦怠感や息苦しさを感じる場合。
・嗅覚や味覚に異常を感じる場合。
・新型コロナウイルス感染陽性者と濃厚接触のあった場合。
・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合。
・基礎疾患があり、体調に不安のある場合。
・入国者であり、大会当日が日本国厚生労働省の定める検疫規定の自宅待機期間に該当する場合。詳細は
厚生労働省ホームページをご覧ください。
※いずれの場合も参加費の返金は行いません。
9. 会場ではマスクを着用し（運動中を除く）
、こまめな手洗い、アルコール消毒をお願いいたします。
10. 他の参加者、主催者スタッフとの距離（できるだけ2m 以上）
を確保してください。
11. 大会当日、山頂行き手荷物預けを利用しない場合は、各自、下山用の防寒着を必ず携行して走行をお願
いいたします。
12. 会場で飲食を行う場合は、手洗いや消毒を実施したうえで、周囲の人となるべく距離をとり、会話は控
えめにするようお願いいたします。
13. 大会中は緊急時を除き、会場や沿道において大声での会話、応援はしないでください。

【16．新型コロナウイルス感染症等の大会中止基準について】
大会開催時における新型コロナウイルス感染症の状況により、大会を縮小または中
止する場合があります。
1.
【大会中止基準】
について
以下の場合には大会を中止する。
①：大会当日が政府及び行政機関から発せられる緊急事態措置等の発令期間に該
当し、本大会が自粛要件に該当した場合。
②：群馬県、前橋市からイベントの中止が要請された場合。
③：国内感染状況や感染拡大リスクを踏まえ、安全な開催が困難であると実行委
員会が判断した場合。
2.
【大会中止時の参加費返金】
について
新型コロナウイルス感染症による大会中止の場合、参加費は中止を決定した時点ま
でに生じた費用を勘案し、返金の有無、金額等を決定する。

【17. その他】
（1）
「コロナ禍における本大会の対応」
新型コロナウイルス感染防止対策として前日受付、各種イベント・セレモニーの
廃止、表彰式の簡略化、Web 完走証の発行等を実施し人を密集させない環境
の整備をします。
（2）
「３大会連携事業」
３大会（「第12回まえばし赤城山ヒルクライム大会」及び「第10回（2022年）榛
名山ヒルクライム in 高崎」
）エントリー者の中から抽選で豪華賞品をプレゼント
します。
※３大会連携事業は「まえばし赤城山ヒルクライム大会」
「榛名山ヒルクライム
、
in 高崎」
「ツール・ド・草津」の３大会で実施していますが、現在、草津白根
、
山における噴火警戒レベル引上げに伴い、2022年度「ツール・ド・草津」が
中止のため「２大会連携事業」となります。
また、
「上州・群馬県ヒルクライムシリーズ」も一時中止させていただきます。

（5）
「おもてなし券（1,000円券）」配布
赤城山（赤城大沼湖畔大洞地区など）限定で利用できる500円券とスタート地
点などの大会出店業者などでも使用できる500円券の「おもてなし券（1000円
券）」の配布を行います。地産品を手軽に食することができます。
※７月下旬に送付します。８月初旬から10月31日（月）まで利用できますので、
練習に訪れた際にご利用ください。
（6）
「沿道への応援横断幕掲示」
実行委員会が定めた設置場所への掲示を認めることとします。
応援横断幕等の設置場所の詳細・周知については、大会ホームページでお知ら
せします。
（7）道路への落書き（ペイント等）禁止
道路上に落書きすることは、
道路法第43条（道路に関する禁止行為）に該当します。
大会を盛り上げて頂く事は、大変喜ばしいことですが、道路への落書き（ペイ
ント等）は絶対にやめてください。

【18. お問合せ先（大会事務局）
】
（3）
「 赤城山大洞地区協力店舗を対象としたスタンプラリー」
（最大100名程度）
公益財団法人前橋観光コンベンション協会が運営するAKAGI サイクルスタンプ
ラリーと提携し、賞品として抽選で「令和5年度第13回まえばし赤城山ヒルクラ
イム大会優先参加権利」をプレゼントします。
（4）GoogleフォームWebアンケート回答者への特典として
Webアンケートに回答いただいた方から抽選で、次大会（2023年度大会＝第13
回大会）への参加優先権利をプレゼントします。

交通のご案内
猿ヶ京
温泉

〒371-0051
群馬県前橋市上細井町2192番地
まえばし赤城山ヒルクライム大会実行委員会事務局
（前橋市まちづくり公社スポーツ健康部スポーツ振興課内）
TEL：027-289-4764（代表） FAX：027-289-4765
大会公式ホームページ http://www.akg-hc.jp/
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