プレ・全日本エンデューロ九州大会

【オンタイム恋の浦 特別競技規則】

２０１９ ＭＦＪ承認 九州エンデューロチャンピオンシップ 特別戦
このレースは、ＭＦＪ競技規則、会場管理社の場内運営規則、当日の天候によるコースコンディション等を
考慮し判断した主催者公示の特別競技規則に基づき、管理・運営・進行・開催実行させて頂きます。

【１】 開催日 １０月 １４日（月・祭日） ・・・雨天決行！（台風や集中豪雨などの悪天候時は、中止！）
■ 開催会場 福岡県福津市渡６４１恋の浦ガーデン(内) Ｘ-Ｌａｎｄ恋の浦
■ 参加申込み １０月６日（日）２４：００まで

参加料入金 １０月７日（月）１５：００まで

※今回レースから、今迄のキャンセルフリーの参加予約制は、廃止とさせて頂きます！
※レースキャンセルでの参加料は、手数料１，５００円を差引いて、書留郵送返却となります！
次戦又は、それ以降への持越しなどは一切お受け出来ませんので、ご了承下さい！

■ コース

山あり！谷あり！涙あり？…の、全日本エンデューロ予定コース（1 周/１０ｋｍ前後）

【２】 レース
■ ＭＦＪオンタイムエンデューロレース

規定周回数/６～８周・走行タイム３～４時間を予定！

【３】 参加資格、クラス分け、クラス別ゼッケンカラー
参加資格
エンジョイライセンスを含む２０１９年度（２０２０年３月末まで有効）の、全てのＭＦＪライセンス
（モトクロス・トライアル・ロード他の競技ライセンス～競技役員ライセンスまで）を、お持ちの方。
※講習会不要の一番手軽なエンジョイライセンスだと、（３，８５０円/ライセンス料＋年間保険料）と激安！

クラス区分
（１） エンジョイ Ａクラス

ゼッケンカラー ⇒

黒ベース/白数字

エンジョイライセンスを含む、エンデューロ以外のＭＦＪライセンスの方で、レースキャリアが
中の中以上の方。（ＭＸ＆ＴＲのＮＢ～ＩＡの方はコチラ）
（２） エンジョイ Ｂクラス

ゼッケンカラー ⇒

黒ベース/白数字

エンジョイライセンスを含む、エンデューロ以外のＭＦＪライセンスの方で、レースキャリアが
中の中未満の方。
（３） エンデューロ ＮＢクラス

ゼッケンカラー ⇒ 白ベース/黒数字

【ＭＦＪ-ＥＤの、ＮＢライセンスの方】

（４） エンデューロ ＮＡクラス

ゼッケンカラー ⇒ 黄ベース/黒数字

【ＭＦＪ-ＥＤの、ＮＡライセンスの方】

（５） エンデューロ ＩＢクラス

ゼッケンカラー ⇒ 紺ベース/白数字

【ＭＦＪ-ＥＤの、ＩＢライセンスの方】

（６） エンデューロ ＩＡクラス

ゼッケンカラー ⇒ 赤ベース/白数字

【ＭＦＪ-ＥＤの、ＩＡライセンスの方】

※ＭＸジュニアライセンスの方は、（１）（２）どちらでも参加出来ます！
※運営上の都合により、上記以外のゼッケンカラーは認められませんので、ご注意下さい！
※このレースは、公認競技では無く、承認競技として開催されるため、ＮＢ・ＮＡ・ＩＢクラスへの
昇格ポイントの付与は有りませんが、ＮＢ⇒ＮＡ特別昇格申請への、評価審査対象予定です。

【４】 参加料

全クラス共通 / ８，５００円

※上記参加料には、参加者及びメカニックやヘルパー（付き添いの方）の恋の浦入園料/各５００円と、
消費税８％６４０円や１０％８００円が含まれています。

【５】 トランスポンダー
このレースは、順位やラップタイム計測用のトランスポンダーを使用します。ＭＹＬＡＰＳマイポンダーを
お持ちの方は、レンタル料は不要ですが、お持ちで無い方は、レンタル料金１，５００円（税込み）が、
別途必要となります。又、専用取付けステーをお持ちで無い方は、８００円（税込み）で、
当日の受付にて、お買い求め下さい！取付けステーは破損しない限り、長期間ご使用いただけます。

【６】 車輌規定など
（１）参加車輌

コース走行可能なオフロードモデルなら車種・排気量不問。
但し、重量級オフロードモデル（例、アフリカツイン等）は不可。
（２）タイヤ規定 ＩＢ・ＩＡクラスは、ＦＩＭ規定エンデューロタイヤに限定。
エンジョイ（Ａ・Ｂ）・ＮＢ・ＮＡクラスは、特にタイヤ規制無し。
但し、ロードパターン・トレール・トライアルなどのタイヤ不可。
（３）排気音量
標準マフラー及びその他のマフラー共通で、概ね９４db 以内とします。

【７】 車両検査
（１） 全参加車輌は、安全及び排気音量確認の為の、車両検査を義務付け致します。
（２） 不適合車輌は、指摘された部分を改善後に、再度の車両検査を義務付け致します。
（３） 改善出来ずに不適合となった車両は、レースに参加する事は出来ません。

【８】 参加者装備
（１） レース参加に適したヘルメット・ウェア・プロテクター・ブーツ等を装備する事。

【９】 各クラス表彰対象数
正賞＆副賞対象者数
参加台数

１位のみ

２位まで

３位まで

４位まで

５位まで

６位まで

～５台

～１０台

～１５台

～２０台

～２５台

～３０台～

【正賞】 正賞（トロフィーor 盾 or メダル）を、各クラス最大３位までに贈呈。
【副賞】 副賞賞品は、各クラス最大６位までに贈呈。
【最速タイム賞】 スポンサー協賛賞品を、クラス別テスト区間ベストタイム１位に贈呈。

【１０】 完走・順位決定などの規定
（１）全て、ＭＦＪ競技規則に基づきます。

【１１】 スタート他
（１）スタート
指定スタート位置から、ＩＡ⇒ＩＢ⇒ＮＡ⇒ＮＢ⇒エンジョイＡ⇒エンジョイＢの順で、
横一列１～５台づつ、当日の主催者指示の間隔で順次スタート致します。
（２）その他に関しては、ＭＦＪ競技規則に基くものとします。

【１２】 リタイヤ（マシントラブル）車輌の回収や指定保管場所への移動について
（１）マシントラブル等で走行不能になった車輌の回収は、全レース終了後に行なって頂きます。
（２）回収作業や車輌の移動は、コースマーシャルや競技役員の指示に従って頂きます。
（３）自走出来る車輌は、４輪エリア以外の場内通路（舗装路）を、通行する事が出来ます。
（４）車輌の回収は、原則として、各参加者自身にて行って頂きます。車輌回収出来そうにない方は、
競技役員へご相談ください。
（５）レース途中や終了後の急な雨等で、コースコンディ悪化の場合は、当日に車輌回収出来ないも、
多々あります。その場合も、競技役員へご相談下さい。

【１３】 レースの一時中断や時間短縮での再スタートについて
事故や気象状況・コース状況の悪化及びその他の要因による、レースの一時中断・時間短縮・早期終了などを、
主催者判断にて行います。レースの一時中断については、チェック及びコース全域で、レッドフラッグ（赤旗）を
表示し、表示位置での、全車緊急停止を強制致します。又、緊急停止後は、オフィシャルの指示以外の移動は、
一切禁止となります。一時中断の解除は、各停止（表示）位置に於いて、グリーンフラッグの表示を行ない、
再スタート致します。レース中断～再開までの経過時間（未走行時間又は周回数）は、
各クラスの残りレース時間に加算される事は無く、規定時間でゴールとなります。
一時中断後のレース不再開は、中断時点の順位にて順位決定させて頂きます。
時間短縮は、チェックエリア付近にて、時間短縮表示ボードで、残り時間（時刻）の表示を行ないます。

【１４】 主催者への抗議及び確認要請について
順位に対しての抗議や確認要請は、全て大会本部長（事務局長）宛に、書面で提出された案件のみ
受付及び調査を行う事が出来ます。口頭での確認要請については、確実な目撃証言や裏付けが有る
場合のみ受付させて頂きます。又、大会本部長以外への、抗議や確認要請等は、一切認められないので、
予めご了承下さい！下記（１８）（１９）の禁止行為でのリタイヤ宣告、走行停止、会場からの退場宣告などの
ペナルティについての、抗議や確認要請は、一切受付致しません。

【１５】 会場内禁止行為/ペナルティ（失格及び出場拒否）対象
①指定場所以外の無断立ち入りや走行
③指定場所以外の不法駐車
⑤ゴミの放置及び不法投棄

②主催者から許可を得ていない広告及び広報活動

④花火や焚き火など、火災の原因となる行為
⑥指定場所以外での喫煙

⑧主催者から許可を得ていない物販や営業行為

⑦コース上での喫煙

⑨その他公序良俗に反する行為

【１６】 レースでの禁止行為/ペナルティ（失格及び出場拒否）対象
①ライダーズミーティングへの不参加
④コース以外の無断走行

②当日の受付（出欠）未確認

⑤参加申込者以外の走行

③コースの無断走行

⑥車検合格車輌以外での走行

⑧コース上での危険な車両放置

⑦指定ゼッケン番号及びカラー以外での走行

⑨ピットエリアやコース上での喫煙及びタバコの投げ捨て等、火災の原因となる行為
⑩ピットエリア以外の、コース上でのレース中の給油作業

⑪レース中のコース逆走及びショートカット行為

⑫ピットエリア・コース・駐車場での、不要なウォーミングアップ走行
⑭他者（車）への罵声や暴力などの不法行為
⑯度重なるチェックエリアの不通過

⑬前走車や後続車への走行妨害

⑮故意によるコースのショートカット及び逆走

⑰コースや駐車場での、深夜や早朝のエンジンの空ぶかし

【１７】 レースの事前中止について
気象状況・会場状況・社会情勢・その他緊急事態によるレースの事前中止を、主催者判断によって行う場合があります。
特に、台風や集中豪雨などの悪天候時は、開催中止と致します！事前中止の最終決定は、開催日前日の午後６時迄とし、
参加者全員へ電話及びメールにて、ご連絡させて頂きます。開催当日スタート前の天候の激変などによる中止又は、
開催は、激変状況の程度にて、判断を行うものとさせて頂きます。

【１８】 走行中の事故での補償について
（１）ＭＦＪライセンス取得時に加入の【スポーツ安全保険】で、下記補償（金額）が適用されます。
補償金額や適用項目及び範囲は、スポーツ安全保険の規約に基づくものとなります
【死亡】 ２０００万円
【後遺障害】 最高限度額３０００万円/保険規定に基づく額を補償
【入院】 ４０００円/１日/受傷した日から１８０日限度
【通院】 １５００円/１日/９０日限度/受傷した日から１８０日以内の通院期間

【１９】 走行中の事故での対応について
（１）主催者及び関係各所と、その関係者は、走行コースを走行中の事故に起因する、
全ての人身傷害に対する補償は、上記（１）（２）の規定補償額以外は、如何る事情や状況で有っても、
一切の補償義務は負いません。
補償金額に不安のある方は、各自で別途傷害保険や生命保険に加入して下さい。
（２）主催者及び関係各所と、その関係者は、走行コースを走行中の事故に起因する、
全ての物損事故に対する補償は、如何なる事情や状況で有っても、一切の補償義務は負いません。
自損事故は自己責任での対処、相手が有る場合は、当事者間での話し合いで、円満に解決して下さい。
（３）主催者及び関係各所と、その関係者は、走行コース以外の会場内を走行中の事故に起因する、
全ての人身及び物損事故に対する補償は、如何なる事情や状況で有っても、
一切の補償義務は負いません。
自損事故は自己責任での対処、相手が有る場合は、当事者間での話し合いで、円満に解決して下さい。
（４）未成年者の事故については、全て親権者（保護者）の管理責任となります！
必ず、親権者間又は、親権者と相手側当事者との話し合いで、円満に解決して下さい！

【２０】 参加申込み方法
参加申込み方法は、ＷＥＢ・ＦＡＸ・郵送・店頭受付のどれかと、させて頂きます。
ＷＥＢ www.factory-sports.com
郵送

〒８１６－０８４３

ＦＡＸ０９２－５９６－６２３５

春日市松ヶ丘２-１４７-２

ファクトリースポーツコーポレーション

山野隆一

※ＷＥＢエントリーの場合は、申込み直後に仮受付書を送信しております。スマホでＷＥＢエントリーの方は、
直ぐに返信が来ない場合は、event@factory-sports.com を、受信可能として頂き、
再度のＷＥＢエントリーを、お願い致します。
※主催者判断により、参加申込みを、お受け出来ない場合もございますので、予めご了承下さい。
※参加料のお振込み先

西日本シティ銀行

春日支店

(普)１２９５２３７

ヤマノ

リュウイチ

【２１】 参加受理書の送付
（１）開催日の２週間前から、ゼッケン番号や、その他必要事項を明記した参加受理書を送付させて頂きます。

【２２】 キャンセルでの、参加料返却及び連絡方法について
（１）参加キャンセルの連絡は、開催日前日の２４：００まで、お受け致します！
（２）開催当日のキャンセルについては、参加料返却は一切お受け出来ません！
（３）キャンセル手数料１，５００円を差引いた参加料を、書留郵送で返却させて頂きます！
（４）キャンセル連絡は、下記①②③に限定させて頂きます！
①メール event@facyory-sports.comhe
②ショートメール

０９０－７４７７-６４８７

③ＦＡＸ

０９２－５９６－６２３５

事務局

山野

レース専用携帯

※電話でのキャンセル連絡は、一切お受け出来ませんので、ご了承下さい！

【２２】 レンタルバイク料金（消費税・ガソリン含む・参加料別途必要）
車
種
ＸＲ１００Ｒ（７台）

ＦａｃｔｏｒｙＭ.Ｓ.Ｃ会員料金
６，４８０円（税込み）

会員以外の方
７，２１０円（税込）

ウェア類のレンタルは有りません！
各自でご用意下さい！

※部品交換が必要な破損は、部品代のみお支払い頂きます。傷や修正可能な曲がり等は不問。
※走行後は、洗車してご返却ください！会場に、コイン洗車場有り！
※レンタルＸＲ１００でも、参加出来ます！…詳細は、お尋ねください！

【２３】 １０月 １３日（日）

恋の浦ゲートオープン７：００～クローズ１７：００

※ 前日のコース下見時間（１２：００～１６：００）・・・徒歩や自転車での下見となります！
※恋の浦ガーデン運営規定により、場内での車中泊やキャンプは出来ませんので、ご了承下さい！
※テント設置、競技車輌や搬送車両を置いたまま…は、全く問題有りません！

【２４】 １０月 １４日（月・祭日）の暫定タイムスケジュール

恋の浦ゲートオープン７：００

８：００～９：００

受付＆車検＆車両保管

～１４：００

タイムアウト予定

９：００～

走行前ミーティング

１４：３０～

（表彰式予定）

９：４０～

スタート準備

１４：３０～

（リタイヤ車輌回収開始）

１０：００～

スタート開始（２～５台づつ）

１６：００～

全走行コース閉鎖

※ 上記タイムスケジュールは、全くの暫定スケジュールです。コース設定等で、大きく変更となる事が有ります。
※ 正式なタイムスケジュールは、別途参加受理書に記載させて頂きます。
※ トイレが少し遠いので、自転車やスクーターが有れば便利です！競技車輌での場内移動もＯＫ！

※ 飲料用水などは、各自でお持ち下さい！場内の水は、飲用不可です！
※ 競技車輌を洗車する場合は、指定の洗車場（コイン洗車場）か、洗車機や洗車用水ご持参の方は、
主催者指定の場所で、洗車を行って下さい！

※その他詳細は、参加受理書にてお知らせさせて頂きます。

