2015 Taiwan KOM Challenge
2015 台湾 KOM チャレンジ
自転車スポーツを愛するライダーにとって、山は一種の挑戦であり、目標であ
り、パワーそのものです。自転車ヒルクライムは、自分の持つ能力を完全に発揮さ
せる、いわば自我実現競技。
「台湾 KOM チャレンジ」は、太平洋沿岸の花蓮七星潭を
スタートして、深く切り立つタロコ渓谷を経由し、台湾で一番高い道路にある合歓
山・武嶺を目指します。標高 0ｍのスタート地点からゴールまでの標高差は 3,275
ｍ、コース全長は 105 ㎞。途中、幾度も異なる気候地帯を通過し、くねくねと曲が
るカーブを抜け、一気に頂上へと駆け上るという世界でも稀に見る過酷なコースで
す。
イギリス人選手リー・ロジャース氏は、次のように説明しています。
「このコース
は、まるで叙事詩のようです。ここには、人々の心を奪う美しさと不思議に思うほ
どの困難さが存在しています。そして完走を果たした選手全員が徹底的に真の英雄
になれるのです。私はもっと多くの人にこのレースのことを知ってもらいたいと思
います。なぜなら、こんなに徹底的かつ絶対的で『独特なレース』は他にはないの
だから。花蓮・タロコに行ってみたいと思う皆さんには絶対にオススメです。この
驚くほどの美しさを自分の目で見て感動してください！」

主
催：中華民国自行車騎士協会
活動日期：2015 年 10 月 30 日（金曜日）
活動路線：花蓮七星潭→タロコ大橋→天祥→西宝→新白楊→碧綠神木→関原→大禹
嶺→合歓山武嶺。総走行距離 105km。標高 3,275m。
エイドステーション設置場所：
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大会スケジュール：
10 月 27 日（火）：14：00 台北国際記者会見
10 月 29 日（木）：10：00 花蓮屋外写真撮影及び記者会見
13：00 参加者受付、品物受け取り－花蓮美侖大飯店（花蓮パークビューホテル）
15：00 歓迎お茶会及びレースの事前説明会
10 月 30 日（金）
：05：30 参加者受付及び署名、保温用荷物のお預かり－花蓮/七星
潭
06：10 開会式
06：30 レーススタート
10：33 第一走者ゴール到着予定－南投/合歓山/武嶺
11：00 男子、女子及び台湾総合ランキング上位 6 位に表彰/武嶺ゴール会場
13：00 武嶺ゴール到着制限時間
10 月 31 日（土）：16：00 台北表彰式、国際交流イブニングパーティー
参加対象：16 歳以上で、参加資格に適合する者。限定 600 人。(台湾 300 人、外国人
300 人)。
参加資格：
・過去にこのレースにて 6 時間 30 分以内に完走を果たしたことのある者。
・距離、勾配、登頂、気候などにチャレンジしてみたいと思う世界各国外国人ライ
ダー。
・招待された世界的知名度を誇る自転車ヒルクライム選手及び世界トップクラスの
女子選手。
組別レース：組別は以下の通りです。
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エリート(菁英)組/19 歳以上、民国 85 年（含む）以前の出生者（1996 以前）
M16 組/16-19 歳、民国 85-88 年（含む）出生者（1996-1999）
M20 組/20-29 歲、民国 75-84 年（含む）出生者（1986-1995）
M30 組/30-39 歳、民国 65-74 年（含む）出生者（1976-1985）
M40 組/40-49 歳、民国 55-64 年（含む）出生者（1966-1975）
M50 組/50 歳以上、民国 54 年（1965）以前の出生者
女子組/16 歳以上、民国 88 年（含む）以前の出生者（1999 以前）
参加費用：外国人はお一人 NT$5,000 元。費用には、保険料、完走メダル、電子完走
証明書、記念 T シャツ、水筒、バンダナ、リュック、レース大会冊子、10/29 の事前
説明会と歓迎お茶会、10/30 のエイドステーション及び昼食、10/31 の国際交流会食
券一枚などが含まれます。
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シャトルバスサービス：(詳細については申込サイトの説明内容をご覧ください。)
※支援車がついていない参加者がレース終了後にシャトルバスを利用して下山する
場合は、10/30 の下山バスサービスをご購入下さい。(ダウンヒル・トランスポテー
ション)
10/31 台北表彰式及び国際交流イブニングパーティー：
10 月 31 日（土曜日）16:00 より、台北市にて表彰式を開催します。また、表彰式
終了後は、国際交流イブニングパーティーが行われます。
チップ保証金：本レースは日本の J-Chip（計測チップ）を使用します。受付時にチ
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ップ保証金としてお一人 1,000 元を徴収致しますが、保証金はレース終了
後、ゴール武嶺地点にてチップ返却と同時に返金されます。チップを紛失
した場合には、賠償金としてチップ一枚につき、1,000 元をお支払いただ
きます。
申込方法：本レースは、インターネットからのお申込みのみ受け付けます。以下の
サイトよりお申し込みください。
http://bao-ming.com/eb/www/activity_content.php?activitysn=842
 申込期間：5 月 28 日～10 月 5 日まで。参加定員に達し次第終了します。
（外国
人定員 300 人）
 お申し込みと参加費のお支払いが完了した後で、大会より参加不適切と判断さ
れた方には、お支払いされた全額から銀行振込手数料を差し引いた金額をご返
却致します。
該当する方に対しては、10 月 12 日に参加者名簿が発表された後、
スタッフより早急に返金のご連絡を差し上げます。
 「参加資格」欄に、資格条件に満たした項目をご記入ください。ご記入のない
場合、または資格を満たしていない方は、お申し込み手続きができません。
 お申込みが完了した選手には、申込システムからメールにて「申込完了通知」
を送付致します。この通知は受付時に必要となりますので、必ず印刷してご持
参ください。(または、その中に記載されている申込番号は忘れないように覚え
ておいてください。)
 お申込みの際は、個人情報を詳細かつ正確にご記入ください。万一、ご提供さ
れた情報の誤りにより損失が発生した場合は、お申込者ご自身が責任を負うも
のとします。
 お申込み時には、記念 T シャツのサイズをご記入ください。ご記入のない場合
は、大会より配布される一律のサイズとなります。
 交通アクセスや、宿泊、KOM 記念品など代理予約をご希望される方は、お申し
込み時に予約してお支払い手続きをしてください。
レース賞金について：
１、 レース成績優秀者には以下の賞金を授与致します。（単位：NT$）
賞金総額/NT$241 万元
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種目/名次

優勝

KOM 総合ランキング 1,000,000

準優勝

第三位

第四位

第五位

第六位

500,000

100,000

60,000

50,000

40,000

女子ランキング

200,000

100,000

50,000

40,000

30,000

20,000

台湾総合ランキング

100,000

50,000

30,000

20,000

10,000

10,000

賞金の授与について：
 台湾の税法に基づき、NT$20,000 元を超える賞金を獲得した本国人は、賞金に対
して 10%が課税され、外国人の方に対しては賞金の 20%が課税されます。税金は
賞金獲得者ご本人のご負担となり、授与の際に差し引かれます。
 ドーピング検査を受けた選手については、表彰式の際、賞金は授与されません。
検査結果で陰性が確定した後、書簡にて選手へ通知し、賞金を授与致します。
 ドーピング検査にて陽性反応が示された場合は、その成績、賞金に対する補
充や順位の繰り上げは行いません。ドーピング違反が確定した選手は、それ
以降の「台湾 KOM チャレンジ」に参加することができません。
 総合ランキングで第六位までにランクインした選手には、順位に応じた賞金とト
ロフィーを授与致します。優勝者には更に「台湾登山王-チャンピオンジャージ」
を贈呈致します。
 女子ランキングで第六位までにランクインした選手には、順位に応じた賞金とト
ロフィーを授与致します。優勝者には更に「台湾登山王-女子チャンピオンジャ
ージ」を贈呈致します。
 台湾総合ランキングで第六位までにランクインした選手には、順位に応じた賞金
とトロフィーを授与致します。優勝者には更に「台湾登山王-台湾チャンピオン
ジャージ」を贈呈致します。
 レース大会では敢闘賞を用意しています。レース中、勇敢に全力を尽くした選手
に与えられます。敢闘賞の受賞者には、トロフィーと「台湾登山王-敢闘ジャー
ジ」を授与致します。
 外国人選手への参加を促すために、フレンドシップ賞を用意しています。15 人以
上で参加した国の中から第一位となった選手に対して与えられます。 フレンド
シップ賞の受賞者には、表彰楯と「台湾登山王-フレンドシップジャージ」を授
与致します。
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 各組別で第六位までにランクインした選手には、
「台湾登山王-組別個人トロフィ
ー」を授与致します。
 制限時間内に完走した選手全員に、完走メダルと電子完走証明書を授与致します。
ドーピング検査について：
１、主催者はレース参加選手に対してドーピング検査を実施します。
（抜き取り検査
方式に関しては、事前説明会や大会冊子で公開公報致します。）受賞者は、無条
件で大会の実施するドーピング検査に協力し、いかなる場合も異議を唱えるこ
とはできません。さもなければ、受賞資格は剥奪され、賞金や賞品も没収され
ます。
２、主催者は国際オリンピック委員会に委託し、このレースのドーピング検査を実
施します。検体は日本国際認証実験室に送って検査します。検査の結果が出る
までに三週間ほどかかります。
（EPO 検査を含む）
３、主催者は、過去に公開されたドーピング検査記録で陽性反応のあった選手の参
加を認めません。
レース参加に際しての注意点(必ずお読みください。)：
１、 本レースに参加された方がレース終了後に自転車で下山することを禁じます。
必ずチームの支援車で下山してください。チーム支援車のない方は、大会が
提供する下山バスサービスをご利用ください。(別途チケットのご購入が必要
です。) 詳細は当大会のオフィシャルサイトをご覧ください。万一、違反し
て問題が発生した場合、主催者は一切の責任を負いません。
２、

参加者に配布されたリュック(参加費に含まれる贈呈品)をご利用ください。
リュック内には、保温性の高い衣服を入れ、レース当日のスタート前に大会
へお渡しください。お預かりしたリュックは、レース終了後に着用できるよ
うゴール武嶺地点までお届け致します。

３、

花蓮タロコの山地は落石が発生しやすいので、参加者はレース前に必ず「レ
ースリスク説明書」に署名してください。ご心配のある方やレースリスク説
明書内容に同意できない方は、お申込みにならないでください
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４、 ゴール地点の標高は 3,275m に達するため、高山病にかかりやすい地域となり
ます。レース参加者は、高山病などの症状に十分注意してください。
５、

コースは後半極端に気温が下がります。レース中やゴール後に体を冷やさな
いよう心がけてください。

６、

この大会は、危険性の高い自転車レースです。参加者はご自身の健康状態を
十分に考慮してお申込みください。なお、高血圧や心臓・血管など循環器に
おける疾患、糖尿病、てんかん、喘息…などの疾患をお持ちの方、または、
各種慢性病、先天性疾患を患っていらっしゃる方の参加はご遠慮ください。

７、

大会審判やスタッフは、参加者の体調や道路の安全状況により選手にレース
をリタイヤまたは一時中止させる権限を持つものとし、参加者はこれに対し
て異議申し立てを行うことはできないものとします。

８、

参加者が使用できる自転車は、標準ドロップハンドル仕様のロードバイクに
限ります。また、ブレーキが完全に作動するものとし、選手は標準サイクル
ウェアとヘルメットを着用してください。

９、

参加者は自転車の「前後にライト」を装備してください。レース中、トンネ
ルの通過時や霧などで視界が悪くなる箇所があります。

10、 参加者はレース前にご自身で自転車の部品やタイヤなどの点検を十分に行い、
自転車をベストコンディションに仕上げて臨んでください。
11、 レース時は道路の右側または右側端を走行し、逆走は絶対におやめください。
12、

コース途中にはゲートが設置されています。制限時間内にゲートを通過でき
なかった参加者は、その時点でレースを中止しなければなりません。

13、

エイドステーションは、西宝、新白楊、碧綠神木、関原ガソリンスタンドに
設置されています。武嶺では昼食が配布されます。

14、

応援チームが参加者に対して、エネルギーや水分補給をすることができるの
は、「碧綠神木」と「関原ガソリンスタンド」のみとなります。

15、 男子総合、台湾男子、女子総合の各組上位第 6 位にランクインした選手につ
いては、ゴール後にメディアによる写真撮影とトロフィーの授与が行われま
す。10/31 に改めて各組全ての表彰式を台北にて行います。
（詳細は「大会ス
ケジュール」をご参照下さい。
）
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16、

ゴール武嶺に到着したら、完走メダル、保温服、昼食を受け取り、チップを
返却して保証金を返還してもらって下さい。その後、自転車にて昆陽停車場
まで向かってチーム支援車と合流して下さい。支援車のない方は、大会下山
バスで下山して下さい。

17、

大会シャトルバスサービスのご利用を希望される方は、お申込み時に別途ご
購入が必要となります。また、チーム支援車などのない方で下山バスをご利
用の方は、別途下山バスサービスをご購入下さい。

18、

パスポートまたは本人確認ができる身分証明書をご持参下さい。怪我などで
病院にかかった際に、保険会社に提出するための診断書や領収書発行に必要
となります。

19、
20、

21、

22、

23、

主催者は、選手の健康状態や年齢、レース経験、成績記録…などの理由によ
り、申込参加者に対して出場拒否の権限を有するものとします。
本大会は「公共意外責任保険」に加入しています。「公共意外責任保険」は、
大会の責任範囲において、大会中に起こった外傷に対する賠償のみとします。
各種疾患をお持ちの参加者は、ご自身の安全を考慮して参加するか否かを決
めて下さい。保険の補償範囲が不十分と思われる方は、各自で新たに保険に
ご加入ください。なお、
「旅行安心保険」及び「公共意外責任保険」の補償内
容につきましては、申込サイトにある保険ページからご覧ください。本大会
の最高限度保険金額は、保険証券で決められた金額となります。主催者は保
険の限度額を超える補償は致しません。加入する保険の補償範囲や項目、金
額などに同意されない方は、参加をお断り致します。本大会の保険補償額は、
本大会の保険業務を請け負った保険会社が保険証券の内容を確認後、大会サ
イトや大会事前公告、大会冊子、大会事前説明会で公表致します。
参加者は申込書に記載した個人情報に相違ないことを約束したものとみなさ
れます。情報の誤りによって被る一切の結果は、情報提供されたご自身で責
任を負ってください。
大会当日、天候不良の場合は、大会前会議を行い、変更する旨を発表致しま
す。場合によっては、ゴール閉鎖時間の切り上げやゲートの制限時間の変更
などが起こりえます。また悪天候により武嶺での授与式に影響が出る場合は、
大会前に授与式会場の変更場所を発表致します。
大会は本レース大会で録画された映像や写真、および成績などを世界各地で
放送または公告、展示、およびウェブサイトや刊行物への掲載をする権利を
有することとします。参加者はご自身の肖像および成績が宣伝・広報活動に
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24、

25、
26、
27、

使用されることに同意しなければなりません。
大会開催中、台風やその他不可抗力による天災や事情が発生した場合、大会
は安全面を考慮してレースの取り消しや日程変更、もしくはその他の代わり
になるコースの選択や方法を決定する権利を有するものとします。参加者は、
主催者が参加者にとって最も有利な措置を行い、決定事項を発表することに
同意するものとします。
参加者は自然環境の保護に取り組むライダーとして、ゴミは絶対に捨てない
で下さい。
本大会の開催方法に関して、定めのない事項や変更内容が有った場合は、主
催者が随時追加修正できるものとします。
大会に関する最新情報は、随時台湾 KOM チャレンジのオフィシャルサイト
（www.taiwankom.org）または、KOM フェースブックにて発表致しますので、
そちらからご確認下さい。

代行内容について：申込サイトの説明文をよくご覧の上、必要に応じてご購入下さい。
（1）送迎サービス
（2）ホテルや旅館の予約代行
（3）大会 KOM 記念品の購入（例：サイクルウェア、記念シャツ、水筒、
バンダナ、リュックなど）
(The content of this document is translated from the Chinese version. Chinese version shall
prevail if any translation misunderstanding occur.)

お問い合わせ先：中華民国自行車騎士協会/電話：02-8919-3595/FAX：02-8919-3311
ホームページ：www.cyclist.org.tw
e-mail：service@cyclist.org.tw
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 コースマップ

 標高詳細図
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 上り勾配図

 ゴール前キロ数
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