HMCエンデューロごっこ大会案内

「第25回エンデューロごっこ」大会案内

主催

兵庫県二輪自動車協同組合

未経験初心者・経験者中級・経験者上級 ３クラス開催
初級者向け「ライディングスクール」開催
後援

大阪オートバイ事業協同組合

大会名

京都オートバイ事業協同組合

第25回エンデューロごっこ
バイクでオフロード遊びを楽しむためのエンデューロ「ごっこ」です

☆インストラクターの初心者向けスクールをレース前に開催！
☆未経験初心者、中級、上級クラスは、レディース優勝特別表彰有り！
開催日

平成２９年１１月２６日（日） 雨天でも決行します。
但し、天候・路面状況によりスクールを中止し、フリー走行とする場合もあります。

開催場所

三木アネックスパーク モトクロスコース
〒673-0713 兵庫県三木市細川町豊地１６１０

開催時間

受付開始

エントリー

申込み期間 10月30日（月）～11月21日（火）
組合加盟店店頭または当組合ホームページより印刷した申込書をご記入の上、
組合加盟店又は組合事務局に参加料・保険料とともに、お申込ください。
お近くに加盟店が無い場合は組合事務局℡079-281-2685にお尋ね下さい
※参加者が２０歳未満の場合、保護者の承諾印が必要です。

保険（必須）

午前８時

終了予定

午後４時

エンデューロごっこは、三木アネックス保険必須となりました
保険は１１月２１日（火）までに、加盟店店頭にて申請してください。
参加費とは別途お支払いください。保険に未加入の方は受付できません
保険には必ず加入してください。
加入期間は、平成３０年3月末日まで
参加費とは別に１人保険費用２，０００円必要です。
レース当日以外の三木アネックスパークでの練習走行などでも適用。
６月開催時、保険加入された方は、今回のエンデューロごっこでの加入は不要になります。
保険内容 死亡・後遺症 2000万円
入院日額4000円
通院日額1500円

三木アネックスパークにて個別に加入されている方も再度の加入は不要
原付・キッズスプリントのみ参加の方は、保険不要（加入をお勧めします）
◆保険加入について
４月１日以降、既に三木アネックスにて保険加入済みの方は、今回保険不要です。
エントリー前に、加入済みかご確認のうえ、申込ください。
既に加入された方が、今回重複して申込された場合、返金できません。ご注意ください。
締め切り

平成2９年１１月２１日

火曜日までに加盟店にて受理したもの

ただし、初級・中級・上級クラス合計７５台まで
定数に達した時点で、受付を終了します。
１１月２１日から当日朝８時まで、三木アネックス保険に既に加入済の方のみ
受付可能ですが参加費２０００円アップとなります。（空がある場合のみ）
また、ゼッケンは当日のお知らせとなります。
注） 原付・スクータースプリントは、締め切り後でも参加費１，０００円
スクール

初心者向けを基本に、インストラクターが基本からレベルに合わせた指導を行います。
モトクロスコース内で実施、グループ単位で行動していただきます。
【雨天の場合】天候・路面状況によりスクールを中止しフリー走行とする場合があります。

車検

事前に申込み店にて、車両の安全確認を受けてください。
当日、大会スタッフが指導、指摘した事項は速やかに処置してください。
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クラス区分

未経験・初心者45分レース
○ 未経験・初心者対象 モトクロスコース
受付受理後、主催者が過去の実績などにより参加クラスの変更を指示することがあります。
過去初級クラスで優勝経験のある方は、中級クラスにエントリーしてください。
○ 未経験・初心者レディースクラス
レディース優勝は、別途表彰します
中級経験者９０分レース
一台の車両に最大三名までのライダーのエントリーができます。
○ 中級クラス（車両種別によるクラス分けしません）
○ レディース優勝は、別途表彰します
モトクロスコース
受付受理後、主催者が過去の実績などにより参加クラスの変更を指示することがあります。
過去成績により上級クラスへの変更を指示することがあります
上級経験者１２０分レース
一台の車両に最大三名までのライダーのエントリーができます。
○ 上級クラス（車両種別によるクラス分けしません）
○ レディース優勝は、別途表彰します
モトクロスコース＋林間コース
受付受理後、主催者が過去の実績などにより参加クラスの変更を指示することがあります。
KIDS模擬スプリントレース
○ 参加多数の場合、事前予選によりクラス分けを行います
○ 練習 ５分＋レース ７Ｌａｐ コース状況により変更することがあります
○ 小学生以下を対象・排気量５０ｃｃ以下の車両限定
〇 レースタイム以外の練習走行可。ただし保護者の付き添い必須
(キッズコースでの大人の練習走行は禁止)
※ キッズクラスと未経験初心者クラスのWエントリー不可
原付・スクータースプリント
【ノーマルクラス・モデファイドクラス・アネックスカップクラス混走】
○ 練習 ５分＋レース 特設コース 7ＬＡＰ（予定 天候により変更あり）
○ オフロード車でない５０ｃｃ以下のスクーター・ビジネスバイク
安全上問題ないコスプレＯＫ
○ アネックス・カップ「ＪＯＫＥオープン・ビジネスクラス」併催
車両規定は、アネックスカップ規定をご覧ください

レース形式

未経験初心者クラスは独立したレースを行います。
中級、上級クラスは、混走（コース分岐があります）
初級クラスは、モトクロスコースの一部、中級クラスは全部を使用します
上級クラスのみモトクロスコース＋林間コースを使用
各クラス、周回数の多い順に１位から６位まで表彰
トロフィーは優勝・２位・３位まで授与
※別途レース参加心得を熟読の上エントリーしてください

計測方法

スタッフによる手動集計です。計測点では、ゼッケン番号を計測員に口頭で伝えてください

☆可能なかぎり大声で叫んでください（計測トラブルが減ります）
【注意】

レース形式をとっていますが、があくまで「ごっこ」です
ペースの速い方は追い越しの際、マナーを守り、十分危険回避をし安全に走行してください。
マナー違反・危険行為と判断の場合、大会事務局が走行停止・失格とすることがあります。

モトクロスコース、キッズコース、ピットエリア以外でのバイク走行
を厳禁します。
レース時以外、林間エリアには立ち入り禁止
コース規定時間以外の走行を含め、違反の場合、退場処分とします。
タイムスケジュール
別紙参照
ライダースミーティング・表彰式
ライダース・ミーティング、表彰式にはレース参加者は、必ず参加してください。
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胸部プロテクターの装着を強く推奨します
装備・服装

車両規定

ゼッケン

未経験・初心者クラス45分レース
ヘルメット（半キャップ不可）、長袖、長ズボン、ブーツ、グローブ、
（肘・膝プロテクターの装着と足首を保護できるブーツをお勧めします）
中級９０分・上級１２０分レース
ＭＦＪ規則による装備（フル装備での参加をお勧めします）
KIDS模擬スプリントレース
安全を確保できる服装（可能なかぎりプロテクターを装着してください）
原付・スクータースプリント
安全を確保できる服装、半キャップヘルメット不可
（肘・膝プロテクターの装着と足首を保護できるブーツをお勧めします）
未経験・初心者クラス４５分レース
排気量制限しませんが、オフロード専用タイヤの装着をお勧めします。
ミラーなど、不要部品の取り外し、灯火類へのテーピングを実施してください。
中級９０分レース
国内公道登録できない車両（レース・コンペ車両）の参加不可
例外判断もあるので、事前に運営事務局までお問い合わせください
ミラーなど、不要部品の取り外し、灯火類へのテーピングを実施してください。
上級１２０分レース
排気量制限しません。コンペ車両と市販車クラス区分ありません。
ミラーなど、不要部品の取り外し、灯火類へのテーピングを実施してください。
KIDS模擬スプリントレース
市販・コンペ車両区分しませんが、排気量７０ｃｃ以下とします。
ＳＵＺＵＫＩ ＤＲ－Ｚ７０出走可
原付はアネックスレースに準拠
オフロード車以外の排気量５０ｃｃ以下の車両
スクーター・ビジネスタイプのみ。ミニモトクロスバイク不可
ミラーなど、不要部品の取り外し、灯火類へのテーピングを実施してください。
外れやすいボディーカウルなど事前に取り外すかテーピングしてください。
各クラスとも、耐久性向上によるコスト削減対策としてフロントフォークインナーチューブ、
リアサスペンションダンパーロッドのコーティング加工を可とします
ゼッケンNoは、受付店より受付受理後にご案内します。
車体ゼッケン
ゼッケンは、車体前・両サイドの三箇所に表示してください。
車両前面は横275mm縦200mm以上の大きさで白地に黒文字 ブロック体で表示してください。
濡れても読める・泥を拭き取っても剥がれない素材を使用してください。
車両サイドカバーにもゼッケンを表示してください。必ず車両前面と同一の番号を
表示してください。
チェックポイントで判読できない場合、周回計測が不能となります。オフィシャルが停止を
求める場合もあります。
ヤマハ・セローなど、貼り付け面積が小さい車両は、別途ゼッケンプレートを装着してください。

ゼッケンビブス
ライダーには、ゼッケンビブスを大会本部より、お渡しします。複数ライダーエントリーの場合、
ライダー交代時に、ゼッケンビブスも交代してください。未装着は、ラップカウントしません。
また、レース後、ゼッケンビブスは、大会本部まで必ず、返却してください。
失格・減周回・走行停止
以下の場合大会事務局より失格、減周回、走行停止、退場を命じる事があります
オフィシャルの指示に従わない・コース逆走・ショートカット（危険回避、マーシャルの指示除く）
・登録以外のマシンやライダーの変更・危険な走路妨害・故意の走路妨害
・オフィシャルや他の参加者への暴言や暴力・その他スポーツマン精神に反する行為
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その他

規則は、ＭＦＪ国内競規則書によります。またローカルルールあり。
大会当日は必ず保険証持参
レース当日は、競技規則に則り、ライダー及び来場者は全ての行為に自ら責任を持つ事。
レース当日、参加者はアルコール類・違法薬物の飲用・服用を一切禁止します。
当日発生したゴミは、全て各自持ち帰る事。
洗車場での持ち込み洗車機の使用は禁止です。
小さいお子様やペットをお連れの方は、コースへの飛び出し、パドック内での安全確保のため
厳重に監視、監督願います。キッズバイクでの場内走行は安全な場所にて願います。
パドック内・場内通路での事故防止のため、必ず徐行してください。
【重要】 コース内での渋滞、転倒、スタックなど参加者同士の相互助け合いにて解決してください。
無理な追い越しや危険行為がある場合、失格を含め厳重に処置いたします。
チェックポイント前では渋滞が予想されますが、計測マーシャルの指示に従い、順番待ちでの
追い越しを禁止します。
競技中、各自の判断で休憩をとってください。コース上で停車する場合は安全が確認できる
場所で休憩してください。
コース内フラッグマーシャルは、後続安全確保のみ行い、基本的に走行支援しません。

参加費

未経験・初心者45分レース
１名

７，０００円

（別途保険

２，０００円）

（別途保険

２，０００円）

経験者中級９０分レース
１名

７，０００円

１台で２名ライダーエントリー

１台

１１，０００円

（別途保険一人につき２，０００円）
１台で３名ライダーエントリー

１台

１５，０００円

（別途保険一人につき２，０００円）
経験者上級１２０分レース
１名

８，０００円

（別途保険

１台で２名ライダーエントリー

１台

２，０００円）
１３，０００円

（別途保険一人につき２，０００円）
１台で３名ライダーエントリー

１台

１８，０００円

（別途保険一人につき２，０００円）
KIDS模擬スプリントレース
参加無料
原付・スクータースプリント
１台につき１０００円（別途保

２，０００円）

参加費はお申込後、返却できません。
締め切り後の申込は参加費１人２，０００円アップとし、保険加入済みの方のみエントリー可。
スクールに参加されなくても参加費は変わりません。

当日

オーロラ食堂

軽食ブース出展あり！

ぜひご利用ください！
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◆キッズのためのコース開放タイム（対象

小学生以下）

レース時以外、スタッフは監視しません。保護者同行・監視のもと走行してください
初心者スクール開催時と昼休み中に、特設キッズコースを開放します 無料
※保護者様の同行・監視必須、装備・車両は各自ご用意ください
(キッズコースでの大人の練習走行厳禁)
◆パドック注意事項◆

今回、パドック指定を行います
指定されたエリアのみ使用して下さい
トランポ以外の車両は、入場ゲート前駐車エリアに駐車して下さい
パドック内には、事前登録した車両のみ入場許可します
許可証を送付しますので、当日提示してください
その他、運営・ルールについてライダースミーティングで注意事項を説明します
チーム代表・ライダーは必ずライダースミーティングに出席してください

◆体調管理のお願い◆

脱水症には万全の対策を実施、発症しないように各自注意してください

エンデューロごっこは、スポーツです。適切に体調を管理し、水分・
塩分・栄養補給・適切な休息などライダーおよび当日来場の方、
全員体調の自己管理を徹底してください。
冬場でも急激な発汗により脱水症状になります、準備運動も含め
万全の体調でご参加ください
この大会案内書を熟読の上、内容を十分ご理解のうえ、
エントリー申込を行ってください。
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