
Technical Guide – Mountain Bike

不明な点は日本語欄のみ記入ください。

英文 日本語

Name of the event
大会名称

2018 Coupe de Japon MTB

Hakuba International

2018 Coupe de Japon MTB
白馬インターナショナル

Venue (town) of the event
会場名

Hakuba Snow Harp 白馬クロスカントリー競技場（スノ
ーハープ／（長野県白馬村）

Requested dates (days of race)
 1 st priority　　　From 　　
To
第１開催希望日

11-12.AUGUST.2018 ８月１１日−１２日

2 nd priority　　　From 　　　
To
第２開催希望日

　　月　日〜　　月　日

Event Web Site
大会ウエブサイト

http://www.mtb-l.jp

Event E-mail
大会用電子メールアドレス

info@mtb-l.jp

Organization Name
主催者名

Hakuba MTB Organizing Committee 白馬MTB実行委員会

Person in charge
代表者

Mr.Mitsushi Nakamura 中村　光志

Adresse 1 / Address 1
住所

1251 Kamishiro 神城1251

Town
市町村

Hakuba Town 長野県白馬村

Code postal / Zip Code
郵便番号

399-9211

Nation
国名

JAPAN

Phone
電話番号

+81 80 2264 2020

E-mail
電子メール

nakamura@neo.famile.ne.jp
info@mtb-l.jp

開催種目および開催カテゴリー（実施カテゴリーに＊）

Men Elite
男子エリート

Men U23
男子U23

Men Juniors
男子ジュニア

Women Elite
女子エリート

Women U23
女子U23

Women Juniors
女子ジュニア

Crosscountry
Olympic – 
XCO

＊ ＊ ＊ ＊

Crosscountry
stage race –
XCS

Crosscountry
eliminator –
XCE

Crosscountry 
point-to-
point – XCP

Crosscountry
short track 
– XCC

Cross-
country 

mailto:nakamura@neo.famile.ne.jp


marathon – 
XCM

Downhill – 
DHI

Four Cross –
4X

Enduro

競技大会情報

英文 日本語

 Statement that the race shall
be run under the UCI 
regulations
UCI規則により行われることの確
認

Race regulations:
UCI rule and regulations

UCI規則により実施される。

 The specific regulations for 
the race (non-standard 
regulations) e.g. sprint, team
relay, etc
特別規則（ある場合に記入くださ
い）

None なし

 Points scale, prize list
授与賞金額、ポイント等（UCI規則
通り）

Accordance with UCI Financial
Obligation

国際大会に於いては、uci規則よ
りも多い金額の際は記入くださ
い。（最低賞金額を下まること
はできません）
ＵＣＩ規則に定める額。

 Detailed race program 
including training times, 
schedule of meetings
大会スケジュール
（トレーニング、ミーティングな
ど含む）

Saturday
1000-1600 Registration
1030-1600 Course Open XCO
1630-1645 Team Managers 
Meeting XCO

Sunday
0730-0830 Course Open
0930-1045 Domestic Race
1100-1300 Women Elite, Junior
1330-1500 Men Elite, Junior

別紙のとおり。

 Registration procedure, 
accreditation, distribution of
race numbers: location and 
times
受付方法、時間、場所

Accreditation Office located Admin
Office in Race site.
  

 Description and detailed plan
of the course indicating 
marshal location and medical 
points, length, profile and 
elevation of the course
コース情報＝マップ、マーシャ
ル、メディカル配置情報

Attached マップは最終ページにお願い
します。（別紙添付）

 Detailed information of start
and finish, timing hot spots 
(intermediates, speed trap)
途中計測などの情報

 Location of award ceremonies,
Anti-doping tests, race 
office, press conference room,
race meeting room, etc.
会場マップ＝表彰式会場、ドーピ
ング検査場、、大会事務局、メディ
アルーム、などレイアウト。

Commissaires Offices
 Based in the Admin Office
Medical

Team Managers Meeting
 Held in the Admin Office 
building.



 Meeting times:
Saturday
1630-1645 Team Managers Meeting 

XCOSaturday.22 
16:30-17:00

 Time-keeping information: 
photo-finish, use of light 
beams and/or transponders
計測についての情報＝写真判定、
トランスポンダーなどの使用状況

Transponder will pickup at 
registration office

 XCO: location of the 
Feed/Technical Assistance 
zones, specific transport to 
access FTA zones
クロスカントリーにおけるフィー
ド、テクニカルアシスタンスゾー
ンの位置、またそこへの移動方法

FTA Zone will make double 
zone, located near Start 
Finish area 

 XCO: separate U23 start (if 
applicable)
U23と分けて競技する場合

 Lift access/shuttle 
information (capacity) and 
equipment transport
リフト、移動用車両の情報。キャパ
シティ

 Parking locations teams, 
riders, public
駐車場位置（チーム、参加者、一
般）

Attached map 会場マップを添付ください

 Location and information of 
nearest hospital
近隣病院の情報＝名前、住所、電話
番号、Web

 Eventual transport 
arrangements for participants 
for arrival and departure 
大会参加者の輸送について
（特に主催者で用意しない場合も
会場へのアクセス情報）

Access information attached

Accommodations information.
宿泊場所情報＝メイン宿泊ホテル
情報、観光協会など斡旋可能なと
ころの情報

Attached

その他、特記事項

コース地図、会場周辺図など添付ください。
これら以外に、会場地の観光的な情報などがあれば、あわせて、添付ください。





臨床研修指定病院・日本医療機能評価機構認定病院 サイトマップアクセス

サイト内検索

ホーム 病院紹介 診療のご案内 相談窓口 健診センター 職員募集 地域連携室 託児施設

コンテンツ
トップページ
診療のご案内
相談窓口
健診センター
各部門のご案内
糖尿病教室
託児施設
出張講座
病院紹介
職員募集
臨床研修医募集
医学⽣実習
⼊札情報
リンク
サイトマップ
お問合せ・資料請求
アクセス
白⾺村（白⾺駅）から
市⽴⼤町総合病院へのア
クセス

アクセス プライバシーポリシー サイトマップ リンク ⼤町市役所

HOME　»　 アクセス　»　白⾺村（白⾺駅）から市⽴⼤町総合病院へのアクセス

市⽴⼤町総合病院　〒398-0002　⻑野県⼤町市⼤町3130　TEL: 0261-22-0415　国道148号線沿い・JR信濃⼤町駅より徒歩5分

白⾺村（白⾺駅）から市⽴⼤町総合病院へのアクセス

白⾺駅前（白⾺村）から市⽴⼤町総合病院までの経路

１．白⾺駅前ロータリーより、Ｈａｋｕｂａ　Ｓｔａ．（交差点）を左折します。

（約２２ｋｍ、国道１４８号線を道なりです。）

２．南借⾺（交差点）を右折します。

３．俵町１丁⽬（交差点）を道なりに進みます。

４．東若宮町（交差点）を通過しすぐ左側です。

Map data ©2017 Google, ZENRIN

Hakuba Station

Ōmachi General Hospital, 3130 Omachi
More options

…

診察受付時間は、

平日：午前８時〜午前１１時３０分(総合診療は午後４時３０分まで)

⼟曜日（第２・第４）：午前８時〜午前１０時３０分

となっております。上記時間外での受診希望の場合は、事前にお電話にてご連絡ください。

白馬村（白馬駅）から市立大町総合病院へのアクセス - ... http://www.omachi-hospital.jp/?page_id=4943
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