
 

 

大会特別規則 
  

 

 ■イベント名称    SNOW PUNKS  2020 

 

■イベント概要  日高国際スキー場ゲレンデを使用したモーターサイクル、ATVによる雪上 

走行会。 

 

 ■開催日時      2019年３月14日（土） キングオブザヒル in HIDAKA 

   2019年３月15日（日） ウインターXC + SNOW-X 

 

 ■会場        沙流郡日高町字富岡 

   レースコース   日高国際スキー場 第１・２ゲレンデ 

   パドック     沙流川温泉ひだか高原荘駐車場  

 

 ■主催        日高モーターサイクリストクラブ 

 

 ■共催   マーべリック（ATV部門） 

 

 ■後援      日高町 

 

 ■協力     沙流川温泉ひだか高原荘、JECプロモーション 

 

 ■受付事務局  JECプロモーション 

〒243-0201 神奈川県厚木市上荻野3683-20 

TEL.046-205-0874 FAX.046-265-0010 



■開催種目・クラス分けについて 

  キングオブザヒル    ヒルクライム競技 

  SNOW-X （スノークロス）  雪上モトクロス 

  ウィンターXC 60   雪上耐久レース 

 

■競技車両について 

  すべての競技参加車両において、スパイクタイヤ、チェーンまたはロープ等による滑止めの装着を

禁止します。 

  排気音量は９８dbを上限とし、計測は４ストローク ４５００rpm、２ストローク４０００rpmで

実施します。 

  車両の全体に渡って鋭利な断面や尖った端部があるもの、油脂、液体の漏出があるもの、操縦安定

性に疑義が認められるもののほか主催者が危険と判断した車両については、主催者の権限により出走

を停止するものとし、これに対する異議申し立ては一切受け付けません。 

  駆動輪がキャタピラなどに換装（変更）された車両は出走できません。 

  ＡＴＶ部門の競技参加車両においては、セーフティキルスイッチの装着を義務とします。 

 

■賞典 

  各クラス上位入賞の選手を対象に、表彰盾を贈呈します。（1～３位等 エントリー状況による） 

 ■保険について 

  平成 31 年度に、北海道 ATV 協会でスポーツ安全保険に加入している場合、本イベントでも適用

されます。 

    上記で加入していない場合はスポーツ安全保険に新規加入が必要です。（2020 年 3 月末日まで有

効） 加入しない場合は、ご本人の責任において本イベントで有効な保険に加入していなければなりませんの

でご注意ください。 

 

 ■エントリー期間   2月25日～3月5 日 

 

ご注意! 

  計測機器の登録と保険加入・事務手続きの関係上、当日エントリーは行ないません。 

  締切日以降は出場取り消しの場合でも参加費用の返還はできかねます。また、締切日以前に出場を

取り消された場合には、参加費用のみ送金手数料を差し引いた金額を返還いたします。スポーツ安全

保険加入料は返還できませんのであらかじめご了承ください。 

 

■エントリー方法について オンラインエントリー 

HP に掲載のフォームからオンラインで申込みし、指定の方法でエントリー費および保険加入費用

（1850円）をお支払いください。またはFAXでエントリー用紙を送信して銀行振込みも可能です。

ご丌明点はお気軽にお問い合わせください。 

 



 種目ごとに別のエントリーフォーム（FAXの場合エントリー用紙）を用意してありますので、複数種

目にエントリーする場合は、お手数ですが、種目別にすべてのフォームに記入して送ってください。 

ゼッケンナンバーも種目別に割り振られます。こちらもお手数となりますが、スムーズな運営のた

めにご協力ください。 

 

 ■重要事項 ～ 大会が中止となった場合 
  本大会はスキー場のゲレンデを利用した雪上イベントという性格上、コンディションの悪化により

競技を中止する場合があります。また、中止の判断は大会責任者によって行なうものとし、これに対

する異議申し立ては一切受け付けられません。 

競技が中止となった場合、事務手数料 1500 円を除くエントリー費を返還いたしますが、それ以

外の弁済・補償は一切いたしませんので、予めご承知のうえで参加申込を行なってください。 

 

 ■医療機関（2019年３月16～17日） 

  富良野協会病院      富良野市住吉町１－３０   TEL0167-23-2181 

               会場より一般車両で約６０分 

  平取町国民健康保険病院  平取町本町６７－１     TEL01457-2-2201 

               会場より一般車両で約４５分 救急指定 

  門別国民健康保険病院   日高町門別本町２９番地   TEL01456-2-5311 

               会場より一般車両で約７０分 

 

    富良野協会病院アクセス地図 

 

 

 

 

 



キングオブザヒル in HIDAKA 
 

●エントリー費用  １名/１台 \4000 （スポーツ安全保険別途） 

 

●競技方法 

  モーターサイクル・ATVによってスキー場ゲレンデの斜面に設定されたコースを走行。 

グリットにより複数台が同時スタートしてその着順を競う。 

ゴールに到達できない場合は、到達距離によって順位を決定する。 

 

●練習走行 

全選手、1度の練習走行が行われる。コースコンディションによっては、短いコースでの練習走行

とされる場合がある。 

 

●クラス別決勝ヒート 

各クラス、2度の決勝ヒートを行い、合計ポイントで総合順位を決定する。 

同点の場合は、第2ヒートでの着順を優先する。 

 

●キングオブザヒル決定戦 

ATV各クラスの1位。モーターサイクル各クラス1位、2位の選手がキングオブザヒル決定戦に

進出する。全クラス一斉スタートで競い、着順１位となった選手を2018年のキングとする。 

 

●ライディングナンバー 

  希望のライディングなナンバーを受付する。ただし希望する番号が重複する場合は原則として申し

込み順を優先する。 

モーターサイクルは車両の前・右サイド・左サイド、ATV は車両の前後に見えやすいように貼付

すること。 

 

●キングオブザヒル クラス区分 

クラス名称 排気量等 タイヤ規定 

ＭＸ１クラス ４ｓｔ２５１ｃｃ以上，２ｓｔ１２６ｃｃ以上 タイヤ自由 

ＭＸ２クラス ４ｓｔ２５０ｃｃまで，２ｓｔ１２５ｃｃまで タイヤ自由 

ストリートクラス ロードタイプの車両 タイヤ自由 

ウイメンズ クラス 女性・2輪 タイヤ自由 

ＡＴＶ ２ＷＤ１クラス ４ｓｔ３５１ｃｃ以上，２ｓｔ２４１ｃｃ以上 タイヤ自由 

ＡＴＶ ２ＷＤ２クラス ４ｓｔ３５０ｃｃまで，２ｓｔ２４０ｃｃまで タイヤ自由 

ＡＴＶ ４ＷＤクラス 排気量オープン タイヤ自由 

  ※参加台数により、クラスは統合される場合がある。  

  ※ストリートクラスが2台未満の場合は、MX2に編入される。 



 

歴代キングオブザヒル 
 

 

 

 

2008 年 ｺﾊﾞﾜｰﾙﾄﾞ 源治 篤 CRF450R  MOTO 部門 

2009 年 ｺﾊﾞﾜｰﾙﾄﾞ 沼田誠司 KX450F  MOTO 部門 

2010 年 ﾆｾｺﾓｲﾜ 毛利真悟 CR250  MOTO 部門 

2011 年 大会休止 

2012 年 日高  津山和則 YZ450F  MOTO 部門 

2013 年 ルスツ 小坂尚久 YZ450F  SNOW BIKE 部門 

2013 年 日高  青木仁志 GSX1100R  ATV 部門 

2014 年 ルスツ 青木仁志 YAMAHA 450 ATV 部門 

2014 年 日高  青木仁志 GSX1100R  ATV 部門 

2015 年 日高  高橋範年 CRF250  MOTO 部門 

2016 年 日高  佐々木雅規 CRF450R  MOTO 部門 

2017 年 日高  沼田誠司 KX450  MOTO 部門 

2018 年 日高  沼田誠司 KX450  MOTO 部門 

2019 年 日高  木村信孝 KX450  MOTO 部門 



SNOW-X (スノーモトクロス) 
 

●エントリー費用  １名/１台 \4000 （スポーツ安全保険別途） 

●競技方法 

  日高国際スキー場ゲレンデに設定された１周約700mのコース上で行われる雪上モトクロス。 

3～6周程度を走行して着順を競う。(周回数はクラスによって異なる)。 

●参加対象 ・モーターサイクル / ATV  

 

  練習走行の時間は設けられず、各クラス第1ヒートのサイティングラップをもって練習走行とする。 

●決勝ヒート 

  各クラス、2度の決勝ヒートを行い、合計ポイントで総合順位を決定する。同点の場合は、第2ヒ

ートでの着順を優先する。 

 

 

●ライディングナンバー 

  希望のライディングなナンバーを受付する。ただし希望する番号が重複する場合は原則として申し

込み順を優先する。 

モーターサイクルとスノーバイクは車両の前・右サイド・左サイド、ATV は車両の前後に見えや

すいように貼付すること。 

 

●SNOW-X クラス区分 

クラス名称 排気量等 タイヤ規定 

ＭＸ プロ 上級者 MX-IB以上、ED上入賞者など タイヤ自由 

ＭＸ スポーツマン 初級・中級ライダーなど タイヤ自由 

MXウイメンズ 女性・2輪 タイヤ自由 

ＡＴＶ ２ＷＤ１クラス ４ｓｔ３５１ｃｃ以上，２ｓｔ２４１ｃｃ以上 タイヤ自由 

ＡＴＶ ２ＷＤ２クラス ４ｓｔ３５０ｃｃまで，２ｓｔ２４０ｃｃまで タイヤ自由 

ＡＴＶ ４ＷＤクラス 排気量オープン タイヤ自由 

 

※参加台数により、クラスは統合される場合がある。  



ウインター XC60min 
 

●エントリー費用 

・１名/１チーム  \4000 

 ・２名/1チーム  \6000 

 ・3名/1チーム  \8000 

●競技方法 

日高国際スキー場ゲレンデに設定された約4kmの周回コースを使用した耐久レース。 

スタート後、規定時間経過後にチェッカーフラッグが振られ、その時点での着順・周回数を競う。 

1チーム3名まで参加可能。 

●ライディングナンバー 

  希望のライディングなナンバーを受付する。ただし希望する番号が重複する場合は原則として申し

込み順を優先する。 

モーターサイクルは車両の前・右サイド・左サイド、ATV は車両の前後に見えやすいように貼付

すること。 

●競技時間 

競技時間はコースコンディスション、レース進行状況によって短縮される場合がある。 

この判断は主催者によって行われ、これに対する異議は認められない。 

●競技方法は柔軟に変更されます 

雪上レースという特性上、コースコンディションが大きく変化します。そのため、以下のような変

更か予想されますので、あらかしめご了解のうえでエントリーしてください。 

 ※小排気量車(走破性が低い車両)のクラスを、ショートコースでの別ヒートでの実施する場合がある。 

 

●XC60min  クラス区分   

クラス名称 排気量等 タイヤ規定 

ＭＸ１クラス ４ｓｔ２５１ｃｃ以上，２ｓｔ１２６ｃｃ以上 タイヤ自由 

ＭＸ２クラス ４ｓｔ２５０ｃｃまで，２ｓｔ１２５ｃｃまで タイヤ自由 

MX ウイメンズミックス 女性が1名以上入ったチーム 2輪 タイヤ自由 

ＡＴＶ ２ＷＤ１クラス ４ｓｔ３５１ｃｃ以上，２ｓｔ２４１ｃｃ以上 タイヤ自由 

ＡＴＶ ２ＷＤ２クラス ４ｓｔ３５０ｃｃまで，２ｓｔ２４０ｃｃまで タイヤ自由 

ＡＴＶ ４ＷＤクラス 排気量オープン  

ATVウイメンズミックス 女性が1名以上入ったチーム ATV タイヤ自由 

  ※参加台数により、クラスは統合される場合がある。  



 

 

タイムスケジュール 
 

     3月14 日（土）  キングオブザヒル 

  14:30～ 15:30  受付 

  15:45   開会式・競技説明 

  16:00～   公式練習 

  16:30～18:00  決勝ヒート1・2 

  18:30～   キングオブザヒル決定戦 

  19:00～   表彰式 

   

     3月15 日（日）  SNOW-X・XC60min 

  08:00～   受付 

  08:45～   開会式・競技説明 

  09:15～   SNOW-X ヒート1 

  10:15～   SNOW-X ヒート2 

  11:30～   XC60min ライダーズミーティング 

  11:45～12:50  XC60min 決勝 

  14:00   表彰式・閉会式 

 

※本タイムスケジュールは暫定的なもので、当日のコース状況や天候等によって変更される場合があり

ます。当日発表のスケジュール、アナウンスにご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


