
大会名称 ＭＦＪ中国オンタイムエンデューロ

主　催 ＭＦＪ中国　エンデューロ部会

開催日程 ２０１１年　　９月　　２５日（日）

会　場 テージャス・ランチ 〒739-1104　広島県安芸高田市甲田町上甲立542

開催内容 オンタイム制エンデューロとは 今回のイメージです

ＳＴＡＲＴ

ＦＩＮＩＳＨ

各クラス、周回数と１周の持ち時間を設定し１周に２箇所のテスト（スペシャルステージ

：通称ＳＳ）区間（上表の赤ライン）を設け、このＳＳ区間の全ての走行タイムを合計し、

なお、指定された時間内にスタート・フィニッシュを通過しなければならず、遅着・早着で

ペナルティが発生し、そのペナルティとの総合計で勝敗を決定いたします。

１周の持ち時間の正確さとＳＳタイムの総合計に応じて順位を決定いたします。

　移動区間（通称：リエゾン）上表の青ラインでは、自分のペースで調整し次のＳＳに向

けて調整もＯＫ！

ただし、指定された時間内（ＳＳの走行時間も含む）に走行しないとペナルティが待って

いる！

指定周回数 （暫定） 指定周回数 １周あたり持ち時間

⇒ ８周 ２５分

ビギナー・ミニ ⇒ ６周 ３０分

デビュー・ウィメンズ ⇒ ５周 ３０分

クラス名

ＭＦＪオープン・エキスパート トータル３時間強ですが、２時間くらいの
サーキットエンデューロの疲労感

トータル３時間ですが、２時間くらいの
サーキットエンデューロの疲労感

トータル２時間半ですが、１．５時間くら
いのサーキットエンデューロの疲労感

ＭＦＪ承認

2010全日本エンデューロ選手権R１ナショナルクラス・ファイナルクロススタートシーン

スペシャルステージ

ＳＳ１

スペシャルステージ

ＳＳ２



☆周回数・持ち時間は、当日の天候等で変更になる場合がございます。

☆各クラスの指定周回数の内、１周目は、下見を兼ねますのでＳＳ１・２でのタイム計測は加算されません。

例： MFJオープン・エキスパート・・・・ＳＳ１×７周＋ＳＳ２×７周＝ＳＳ合計タイム

スタート 上位クラスから、３～４名づつ１分間隔でスタート　　スタート時刻に遅れるとペナルティーがあります。

☆指定されたスタート時刻にスターティングエリアへ集合して下さい。

参加資格 ＭＦＪ競技者ライセンス（ロード・モタ―ド・トライアル・ＭＸ・エンデューロ等）

ＭＦＪピットクルーライセンス
エンジョイ会員

ビギナー 中級者 エンデューロレース完走経験者 自己申告
エンジョイ会員

以上

ミニ

デビュー 初心者

ウィメンズ 女性限定！ 排気量・車種によるクラス分けは行いません
エンジョイ会員

以上

参加料 MFJオープン・エキスパート ￥１０，０００－

ビギナー・ミニ 　￥９，０００－

ウィメンズ・デビュー 　￥８，０００－

参加申し込み方法 参加申し込み書に全てを記入していただき、参加料を添えて下記住所まで持参か

現金書留にて郵送して下さい。 メール、ＦＡＸにてお申し込の方は、別紙、特別競技規則書を参照

参加申し込み期間 2011年　　９月　１日～　９月　１６日　消印有効

参加申し込み先 〒７２９－３１０２

お問い合わせ先 広島県福山市新市町相方２４７２
BEREＸ内　MFJ中国エンデューロ部会 ℡０８４７－４４－００３６fax０８４７－４４－０５６２

告　知 本大会は、２０１２年に向けてＭＦＪエンデューロエリア選手権、全日本エンデューロ選手権を開催

を行うためのプレイベントです。

詳細につきましては、別紙規則書参照

クラス名称 対　　　象　　（資格）

開催クラス

ＭＦＪオープン
ＭＦＪ全日本ＥＤインターナショナルライセンス所持者
ＭＦＪ全日本ＥＤナショナルライセンス所持者（申請で取得で
きます）　他のＭＦＪ国際ライセンス（モトクロス・トライアル・
ロード等）所持者他、上記対象者以外でもチャレンジ可能！

エキスパート 上級者
エンデューロレース完走経験者
ＭＦＪエンジョイライセンス以上

自己申告
エンジョイ会員

以上

2ｓｔ（一般市販車125㏄以下）（レーサー・外国車・逆輸入車100㏄以下）
4ｓｔ（一般市販車230㏄以下)（レーサー・外国車・逆輸入車160㏄以下）
エンジョイ会員以上

初めてレースに参加する方や、レース経験が非常に浅い方
排気量・車種による制限はありません。　エンジョイ会員以上



１，総論 本大会は、財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会の定める２０１１年エンデューロ競技規則に
基づいて開催される。各クラス同エンデューロ競技規則に準じ、周回数等に変更を加えて運営される。

２，運営組織
大会名 ２０１１ＭＦＪ中国オンタイムエンデューロ
主催 ＭＦＪ中国　エンデューロ部会
承認 財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会

３，開催日時
２０１１年９月２５日（日） 受付・車検 　８：３０～９：３０

ブリーフィング 　９：１５～９：３０
競技開始 １０：００～ 第１組スタート
閉会式 １６：００～

４，開催場所
施設名 テージャス・ランチ

〒７３９－１１０４
広島県安芸高田市甲田町上甲立５４２
℡０８２６－４５－７０７０

５，クラス区分

ＭＦＪオープン オープン

エキスパート上級者 MFJエンジョイライセンス以上 オープン
ビギナー中級者 MFJエンジョイライセンス以上 オープン

ミニクラス

ウィメンズ 女性 オープン
デビュー 初心者 MFJエンジョイライセンス以上 オープン
☆エキスパート・ビギナーにつきましては、自己申告といたします。

６，競技ライセンス
☆全てのクラスにおいて、エンジョイライセンス以上の取得を義務付けいたします。
各クラス、上表にあるように適応ライセンスを所持の事

※ エンジョイ会員（毎年4月1日～翌年3月31日まで有効：￥５，１００-年間）または、いずれかの
ＭＦＪライセンス、ＭＸ、ＴＲ、ＲＲなど他の競技ライセンスでも可。
ＭＦＪピットクルーライセンスでも可。

７，競技車両と車両検査
ＭＦＪ２０１１年度までの公認車両とする。

すべての競技車両はＭＦＪエンデューロ競技規則に則って用意されなければならない。
※本大会は、クローズドのため保安部品等は、必要ありません。

・ エンデューロ競技専用車両、モトクロッサ―、一般市販公道可能オフロード車、すべて可能です。

・ 保安部品装着車に付きましては、保安部品を取り外すか、テーピング等で厳重に対処をお願いいたします。

・ 排気量については、ミニクラス以外オープンとなっております。

※ 決められた時間内に車両検査を受けて下さい。

　車両検査では以下の装備の提示が求められる。
・ＭＦＪライセンス、もしくは会員証
・ヘルメット

８，ノイズコントロール（音量測定）
ＭＦＪエンデューロ技術規則の２５－５による規則値は９４ｄｂ/Aとする。

２０１１ＭＦＪ中国オンタイムエンデューロ

大会特別規則書　（ＳＲ）

クラス名称 適応 排気量 ゼッケン色

紫地×白数字
白地×赤数字

ＭＦＪ国際ライセンス所持者
ＥＤ/ＭＸ/ＲＲ/ＭＴ/ＴＲ全てのカテゴ
リー　　MFJ全日本ED国内ライセン
ス所持者

A 赤地×白数字
B 青地×白数字

黒地×白文字
黄地×黒数字

2ｓｔ（一般市販車125㏄以下）（レーサー・外国車・逆輸入車100㏄以
下）　4ｓｔ（一般市販車230㏄以下)（レーサー・外国車・逆輸入車160
㏄以下）

白地×黒文字



９，ゼッケン№
全クラスで通し番号といたします。
希望ゼッケンにお答えいたしますが、先着順といたします。
ただし、全日本エンデューロ選手権において、指定ナンバーを取得されている方は、そちらを優先いたします。

１０，参加定員
参加定員は、１２０名（台）とする。定員を超えた場合のエントリー受付優先順位は、ＭＦＪオープン
クラスを最上位とし、その他のクラスにおいては先着順とする。

１１，参加申し込み期間
２０１１年８月２５日～９月１６日（郵送の場合当日消印有効）
参加受理書は、５月３０日にライディングナンバーの通知を同封して発送される。

１２，参加料
ＭＦＪオープン・エキスパート ￥１０，０００－
ビギナー・ミニ 　￥９，０００－
ウィメンズ・デビュー 　￥８，０００－

１３，エントリー方法
郵送の場合：エントリー用紙に必要事項を全て記入いただき、参加料と合わせて、事務局へ

現金書留か持参し提出して下さい。
ＦＡＸの場合：エントリー用紙に必要事項を全て記入いただき、事務局へＦＡＸをしてください。

エントリー用紙原本を郵送していただくか、当日、必ず提出してください。
参加料は、銀行振込か現金書留にて郵送して下さい。（参加料は、届いた時点で
参加受付といたします。）

メールの場合：エントリー用紙をＰＤＦにてメールで添付して下さい。（必ず捺印を押して下さい。）
参加料は、銀行振込か現金書留にて郵送して下さい。（参加料は、届いた時点で
参加受付といたします。）

※ ＦＡＸ番号、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ、振込金融機関口座番号等のお問い合わせは、下記の問い合わせ先まで。

１４，エントリー費の返還
送金されたエントリー費は、不可抗力により大会が開催されなかった場合を除いて返還されない。
大会が開始前に中止された場合は、振込み手数料を差し引いた金額が返還される。
返還は、本来の大会日程から３０日以内に行われるものとする。

１５，リザルト
大会の全クラス、選手がゴールした後、速やかに発表される。

１６，ルートとスペシャルテスト 暫定（コースレイアウト等で、指定持ち時間等の変更はあります）
ルートの１周距離 約　１１ｋｍ（ＳＳ１・２を含む）
スペシャルテスト １周２箇所

エンデューロテスト 約　　　２　ｋｍ
クロステスト 約　　１．７ｋｍ

タイムチェックスタート/ゴール 毎周回 平均速度　　　３５～４５km/ｈ

１周の持ち時間
周回数 ＭＦＪオープン ×　　８周 ２５分

エキスパート ×　　８周 ２５分
ビギナー ×　　６周 ３０分
ミニクラス ×　　６周 ３０分
ウィメンズ ×　　５周 ３０分
デビュー ×　　５周 ３０分

　　　　　　※当日のコースコンディションによって変更される場合がある。

１７，スタートとゴール
午前１０時から、第１組のスタートを開始いたします。

・ 上位クラスから、ゼッケン番号の若い順番に３～４台づつ、選手紹介の後、１分間隔でスタートエリア
を出発いたします。

・ ゴールは、指定ゴール時刻に沿ってタイムチェックを行い、ゴールといたします。

各クラス、スタート１周目は、下見
を兼ねますので、ＳＳでのタイム計

測は行いません。



１７，救護体制
看護師１名とＬＳＯ有資格者を配備する。

搬送先医療機関
□□□□病院 広島県 ℡
会場より一般車両で約○○分
□□□□病院 広島県 ℡
会場より一般車両で約○○分

１８，宿泊施設
□□□□旅館
□□□□荘

※ 施設内での車中泊は、可能ですが火気には十分注意をお願いいたします。
バーベキュー等の直火は、禁止いたします。必ず、器具をご用意をお願いいたします。

１８，その他の特記事項
１．補給場所での環境保護マットの使用を義務付ける。
２．補給場所での消化器の設置を強く推奨する。
３．
４．

１９，会場アクセス
・中国自動車道、高田ＩＣを降り右折、県道１７９号線を右折し約５㌔で左折、湧永庭園前を左折
　で入場ゲート
・国道５４号線で高宮分れ交差点を高田ＩＣ方面へ、約２㌔で右折、湧永庭園前を左折で入場ゲート

２０，大会事務局・競技に関するお問い合わせ先（大会参加申し込み先）
〒７２９－３１０２
広島県福山市新市町相方２４７２
ＢＥＲＥＸ内
ＭＦＪ中国　エンデューロ部会
℡:０８４７－４４－００３６
fax０８４７－４４－０５６２
Email：beike@themis.ocn.ne.jp




