
２０１９ ＭＦＪ公認＆承認 九州エンデューロチャンピオンシップ 第１戦 熊本・阿蘇大会 
  

阿蘇観光牧場・グリーンバレーＸＣスペシャル  特別競技規則  

   

 

 【１】 開催日 ４月２１日（日）   
 

■ 開催会場 熊本県阿蘇市ミルクロード沿い 阿蘇観光牧場北側+南側 特設会場 
 

■ 参加予約申込み（参加料は当日払い）   ４月１４日（日）２４：００まで 
 

■ コース詳細  野焼き直後の阿蘇観光牧場北側+南側を使用した、年１回の 

1 周１５～１８ｋｍのスーパーコース！ヨーロッパのエンデューロシーンを彷彿させる 

ロケーションの、ややアップダウンの有る防火帯や、野焼きアトの全く草の無い谷間を 

激走する、ホント～に年に一回のスペシャルステージ！ 
 

 【２】 レース時間  
 

■ 走行２時間００分＋ゴールタイム３０分   
 

 【３】 クラス分け、参加資格、表彰、ゼッケンカラー  

 

 参加資格  ２０１９年度（２０２０年３月末まで有効）の、全てのＭＦＪライセンスをお持ちの方 
 

 クラス区分  （１）～（３）は、昇格ポイント有りの公認クラス （４）～（５）は、昇格ポイントとは関係のない承認クラス 
 

（１） エンデューロ-ＩＢクラス     ゼッケン ⇒  紺ベース/白数字            【ＭＦＪ-ＥＤの、ＩＢライセンスの方】 

 

（２） エンデューロ-ＮＡクラス   ゼッケン ⇒  黄ベース/黒数字  【ＭＦＪ-ＥＤの、ＮＡライセンスの方】 
 

（３） エンデューロ-ＮＢクラス        ゼッケン ⇒  白ベース/黒数字   【ＭＦＪ-ＥＤの、ＮＢライセンスの方】 
 

（４） エンジョイ‐Ａ クラス     ゼッケン ⇒  黒ベース/白数字   

 

【ＭＦＪエンジョイライセンスと、モトクロス/トライアル/ロード/ピットクルー/競技役員ライセンスの方】 
 

※中級以上のライディングレベルの方は、このクラスとなります！ 
 

※モトクロス（ジュニアライセンス含む）＆トライアルのＮＢライセンス以上の方は、このクラスとなります！ 
 

（５） エンジョイ‐Ｂ クラス     ゼッケン ⇒  黒ベース/白数字   

 

【ＭＦＪエンジョイライセンスと、モトクロス/トライアル/ロード/ピットクルー/競技役員ライセンスの方】 
 

※走行経験の浅い…初級者のクラス！ 
 

※モトクロスジュニアライセンスの方は、このクラスでもＯＫ！ 
 

 【４】 参加料（参加賞の昼食含む）    
 

（１）全クラス共通（昼食の赤牛カレー含む） ９，０００円（税込み）  
 

（２）トランスポンダーレンタル料金   １，５００円（税込み）  
※レース参加には、マイラップスのトランスポンダーが必要です！お持ちで無い方は、 

上記レンタル料金や専用取付けステー８００円（販売価格）が、別途必要となります。 
 

 

 【５】 昇格ポイント   
 

（１）エンデューロライセンスのＮＢ・ＮＡ・ＩＢクラスに、ＭＦＪレギュレーション規定昇格ポイントを付与。 
 

（２）エンジョイクラスは、承認レースの為、昇格ポイント対象では有りません。 
 

※ＮＢ⇒ＮＡランキング１位（自動昇格） ＮＡ⇒ＩＢランキング１位（自動昇格） ＩＢ⇒ＩＡランキング１位（申請昇格） 
 

※ＮＢ及びＮＡクラスは、１０名以上の参加数（ランキング数）が有れば、特別昇格も有り！ 
 



 【６】 参加車輌規定 （全クラス共通）  
 

（１）排気量を問わず、トライアルモデルを含む全てのオフロードモデルを参加対象とする。 
 

（２）ＭＸ及びＥＤレーサーは、新車時装着のメーカー純正マフラー音量を基本とし、社外マフラーーに 

関しては、純正と同等又は、概ね９４ｄｂ程度のマフラーに限定。但し、上記マフラーでも、 

主催者側の聴感による音量規制合否の判断有り。 
 

（３）トレール及びファンライドモデルに関しては、新車時装着のメーカー純正マフラー以外の 

社外マフラーについては、概ね９４ｄｂ程度のマフラーに限定。 
 

（４）エンデューロ・モトクロス・トライアルタイヤに限定。（トレール・ダートトラックタイヤ不可。） 
 

（５）全クラス申込み順及びクラス別のゼッケン番号とします。番号指定は、お受け致しますが、 

先着確定済みの場合は、ご容赦下さい！ 
 

 【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】 表彰  
 

 

正賞＆副賞対象者数 １位のみ ２位まで ３位まで ４位まで ５位まで ６位まで 

参加台数 ～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。 
 

【最速ラップタイム賞】 スポンサー協賛賞品を、クラス別ラップタイム上位に贈呈。 
 

 【１０】 参加申込み方法  
 

エントリー方法は、ＷＥＢ又はＦＡＸのみとさせて頂きます。ＦＡＸ０９２－５９６－６２３５   

ＷＥＢ www.factory-sports.com   ＦＡＸ０９２－５９６－６２３５ 
 

※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。 
 

 【１１】 参加受理書の送付  
 

（１）開催日の１０日前から、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。 

 【１２】 完走・順位決定などの規定  
 

（１）完走 規定走行時間の２時間３０分以内でのゴール。 
 

（２）順位の決定 完走 ⇒ 走行周回数 ⇒ ゴール順の、優先順位で決定。   

 【１３】 スタート・周回チェック・ゴール・ゴール待ち・ピット等  
 

（１）スタート 

指定スタート位置から全クラス受付順で、横一列１０台づつ、５～１０秒間隔でスタート。 

前列スタートに自信の無い方は、最後列からのスタートを、任意で行う事が出来ます。 

又、気象及び路面状況により、大きくスタート方法を変更する場合が有ります。 
 

（２）周回及び順位のチエック 

指定されたチエックレーンを通過する事によって、レース中の順位、周回タイムを、 

自動計測します。チエックレーン通過時に、一時停止の必要は有りません！ 
 

（３）ゴール 

規定走行時間の２時間ジャストから、走行順位に関係なくゴール（チェッカー）開始となり、 

規定ゴールタイム３０分又は、マーシャル最終走行終了で、ゴール終了となります。 

レース終了の合図として、チェック位置にて、チェッカーフラッグを提示します。  
 



（４）ゴール待ち  

指定又は指示されたゴール待ち（時間調整）エリア及びコース上の空きスペースで、行う事が出来ます！ 

ブラインドコーナー、コース幅に余裕の無いルート上、上り下りの途中など、走行に支障の有るコース上 

チェックレーン近くは、一切禁止となります。 
 

（５）ガソリン給油 

レース中の給油は、指定されたピットエリアのみで、行う事が出来ます。コース上でのガス欠は、 

リタイヤとなります！レース終了後にＧＡＳ補給して車輌移動を行って下さい！ 
 

（６）走行時間の表示 

チェックレーン手前に、走行経過時間確認用の時計を設置致します。強風時や雨天時は、 

時計設置は行いませんので、各自で確認用の時計を車輌にセットして下さい！ 

規定走行時間を超えた時点での１位がチエックレーン通過時から、ラスト１周表示を行います。 
 

 【１４】 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。 
 

 【１５】 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）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、中断時点の周回数＆チェック通過順位 

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。 
 

 【１６】 主催者への抗議及び確認要請について  
 

順位や周回数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、書面提出又は、 

口頭での連絡のみ受付させて頂きます。大会本部長以外への、抗議や確認要請等は、 

一切お受け出来ませんので、予めご了承下さい！ レース及び会場内禁止行為を指摘され、 

リタイヤ宣告、走行停止、会場からの退場等の、ペナルティについての、抗議や確認要請は、 

正当な理由が有る場合以外は、一切受付出来ません。 
 

 【１７】 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  ②主催者から許可を得ていない広告及び広報活動  
 

③指定場所以外の不法駐車    ④花火や焚き火など、火災の原因となる行為 
 

⑤ゴミの放置及び不法投棄   ⑥指定場所以外での喫煙    ⑦コース上での喫煙 
 

⑧主催者から許可を得ていない物販や営業行為   ⑨その他公序良俗に反する行為 
 

 【１８】 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  ②当日の受付（出欠）未確認  ③コースの無断走行  
 

④コース以外の無断走行   ⑤参加申込者以外の走行  ⑥車検合格車輌以外での走行 
 

⑦指定ゼッケン番号及びカラー以外での走行  ⑧コース上での危険な車両放置   
 



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  ⑬前走車や後続車への走行妨害  
 

⑭他者（車）への罵声や暴力などの不法行為  ⑮故意によるコースのショートカット及び逆走   
 

⑯度重なるチェックエリアの不通過   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 
 

 【１９】 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。  
 

 【２０】 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 
 

 【２１】 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！ 
 

 【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 ＦａｃｔｏｒｙＭ.Ｓ.Ｃ会員料金 会員以外の方 ウェア類のレンタルは有りません！ 

ＸＲ１００Ｒ（７台） ６，４８０円（税込み）  ７，２１０円（税込） 各自でご用意下さい！ 
 

※部品交換が必要な破損は、部品代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】 ４月 ２０日（土） オールタイム入場フリー  
 

 

※ 前日のコース下見時間（１２：００～１６：００） ※ 会場内での車中泊＆キャンプＯＫ！ 

※ 夜間も、トイレ使用可！ ※当日の朝食も予約可！ ※飲料用や洗車用の水は、各自でお持ち下さい！ 
 

 



 【２４】 ４月 ２１日（日）の暫定タイムスケジュール  
 

 

 
８：００～８：４０ 

 
受付＆車検 

 
１３：００～ 

  
ゴール開始 

 
８：４０～ 

 
走行前ミーティング 

 
１３：３０～ 

  
ゴール終了 

 
９：００～１０：００ 

 
公式練習走行 

 
１３：３０～ 

  
リタイヤ車輌回収 

 
１０：３０～ 

 
 全クラススタート 

 
１４：１５～ 

  
 昼食＆表彰式 


