
参加者のみなさまへ最終のご案内

■ヘルメットナンバーシール

種⽬毎にゼッケン及び計測チップが異なります。他の競技の計測チップやゼッケンを

付けたままで別の競技に参加すると、計測作業に混乱を来す事がありますので、絶対

にやめてください。※各競技終了後、計測チップは回収いたします。

進⾏⽅向

参加者全員が楽しめる、

  で なスポーツイベントの開催に、安全 快適

         ご協⼒をお願い致します。

運営スタッフ⼀同

ヘルメットナンバーシールは、ヘル

メットの正⾯に1枚貼り付けてくださ

い 。 ⾵ な ど で ⾶ ば さ れ な い よ う 、

しっかり貼り付けてください。

※タイムトライアル以外では使⽤し

ません。

競技注意事項

スケジュール

会場図

配布物について

https://www.mspo.jp/systemway/19charaen_mobara2/sokuho/

エンデューロの周回速報は、こちらから

■ブレーキ ■ギア

①ブレーキシューの摩耗 ①フロントシフト･リアシフトの動作

②ブレーキシューの取付け位置 ②リアエンド（変形の確認）

③ブレーキの効き具合 ■その他

④ブレーキ本体の固定の確認 ①ハンドルの固定

■ホイールタイヤ ②ステムの固定

①タイヤの摩耗･損傷 ③ヘッドのガタ

②ホイールの振れ･ガタ ④サドルの固定

③クイックレバーの向き ⑤各ボルトの増し締め

④タイヤ空気圧（メーカー推奨値に準ずる） ⑥注油（チェーン･メカなど）

■⾞検について

本⼤会では⾞検は⾏いません。

各⾃、事前に⾞両整備を⾏った⾞両で出⾛してください。

輪⾏によるトラブルや競技中のトラブル対応を⽬的として、会場にワイズテックを配置します。

明らかに事前整備を⾏っていない⾞両に対するサービスは⾏いませんので、事前に最寄りのサイクルショッ

プで整備された⾃転⾞でお越しください。

※チームの代表には受付時に健康状態･⾞両整備に対する「出⾛にかかわる誓約事項」にサインしていただき

ます。

※パーツ交換等に係る費⽤や⼀部の作業については費⽤が発⽣します。

【事前の⾞両チェック項⽬】

■試⾛前の確認事項

輪⾏で会場まで来られる参加者は、⾃転⾞の組み⽴ての際に各所の締め付けが適切にされているか確認して

から必ず試⾛を⾏ってください。

・サドル･ハンドル・ペダルのボルトは、緩みの無いよう適切に締め付けられているか

・ホイールとブレーキシューのクリアランスは適正か

（ブレーキシューのクリアランス⽬安は1㎜程度）

・ホイールのクイックリリースレバーはしっかり締まっているか

※クイックリリースレバーが最後まで締まっていな⾞両を⾒かけますが、他の⾞両と接触した際に外れる可

能性があります。ボルトをしっかりねじ込んだ上でしっかりクイックリリースレバーを締めてください。

イベント当日は、周回速報ページにジャンプします

・本⼤会はビギナーをはじめとする多くのホビーレーサーが参加しますので、最後まで楽しく

 ⾛りきれる様、ルールを徹底してください。

・キープレフト厳守で⾏いますので、コーナーでのアウトインアウト⾛⾏は禁⽌いたします。

 コースのショートカットは禁⽌します。

・違反が確認された場合は、周回ペナルティーか或いは失格といたします。

 審判の指⽰に従ってください。

・ピットロード及びピットロード⼊⼝と出⼝は追い越し禁⽌です。

 ピットロードの出⼊り⼝はカラーコーンで規制しています。カラーコーンのあい間を抜けて

 ショートカットする事は⼤変危険なため禁⽌します。

・スタートから競技終了を知らせるホーンが鳴った時点の周回数で順位を決定いたします。

注意）ホーンがなった時点で競技終了です。

・交代エリアは、交代するライダーとアンクルバンドの交換を補助するチームメイト1名以外の⼊場

 を禁⽌します。

・エンデューロのライダー交代は、降⾞ラインの⼿前で必ず⾃転⾞から降りて、交代エリア

 内で計測チップ（アンクルバンド）の交換を⾏ってください。

 交代後は乗⾞ラインを過ぎるまでは⼿で押して移動し、乗⾞ラインを越えてから⾃転⾞に乗⾞

 してください。

【エンデューロ 競技注意事項】

・ＴＴバイク及びＤＨバー等の使⽤を禁⽌します。（⾞両規定厳守）

・同⼀周回の場合は、ホーンが鳴る前の最終回コントロールライン通過タイムで順位を判定いた

 します。

【タイムトライアル・バディトライアル 競技注意事項】

・ゼッケンは、ヘルメットナンバーシールを使⽤します。（上記貼り⽅を参照ください）

 ⾐装でヘルメットナンバーシールを貼る事の出きない⽅は、事前に⼤会ホームページの

 ”お問い合わせ” より、お問い合わせください。

（”お問い合わせ詳細”に、必ずゼッケンナンバーを⼊⼒して問い合わせ内容を⼊⼒ください。

・競技は、所定のコースを時計まわりで⾃転⾞で⾛り、競技終了を知らせるホーンがなるまで⾛り

 きる事で完⾛となります。

・ゴール地点は下り坂となりますが、⼿を放したり⼿をつないでのゴールは危険⾏為とみなし、

 失格とする場合があります。

【計測について】

・計測は、コントロールラインを超えてから計測を開始し、規定周回を⾛ってコントロールライ

 ンを通過した時点のタイムで順位を決定します。

・バディトライアルは、バディの２⼈のうち２番⽬にコントロールラインを通過したタイムを公

 式タイムといたします。

・コースの周回は時計まわりで⾏います。

（タイムトライアルは1周。バディトライアルは3周。）

・招集時に審判により⾞両とゼッケンの確認を⾏います。

・スタート順

 タイムトライアルは⼥⼦から男⼦のゼッケンナンバーの若い順からスタートします

 バディトライアルは男⼦から⼥⼦のゼッケンの若い順からスタートします

 それぞれの競技は、競技終了後にコントロールライン付近にて表彰を⾏います

・前の⾛者に追いついても、ドラフティングは禁⽌します。

ゼッケン種別 計測チップ

タイムトライアル

バディトライアル
ヘルメットナンバーシール フロントフォーク タイプ

サーキット⻤ごっこ 背中 ゼッケン 無し

エンデューロ 腰 ゼッケン アンクルバンド タイプ

時間 内容

07:00   駐⾞場 オープン

07:30   ⼊場チケット販売開始

  ⼊場ゲート オープン

■ タイムトライアル 競技受付開始（8:40受付終了）

■ サーキット⻤ごっこ 競技受付開始（9:25受付終了）

■ バディトライアル 競技受付開始（10:15受付終了）

08:40 ■ タイムトライアル コース試⾛開始

08:50 ■ タイムトライアル 招集開始（交代エリア）

09:00   オープニングセレモニー

■ タイムトライアル 競技開始

■ タイムトライアル競技終了後に表彰を⾏います

09:30 ■ ５時間エンデューロ 競技受付開始（11:30受付終了）

09:35 ■ サーキット⻤ごっこ 招集開始（交代エリア）

09:45 ■ サーキット⻤ごっこ コースイン〜スタートセレモニー

09:50 ■ サーキット⻤ごっこ 整列

09:55 ■ サーキット⻤ごっこ スタート

■ろんぐらいだーす！オフィシャルチームチーム 競技受付開始（11:10受付終了）

■サンボルトライダーサポートチーム 競技受付開始（11:10受付終了）

10:25 ■ バディトライアル 試⾛開始

10:35 ■ バディトライアル 招集（交代エリア）

10:40 ■ バディトライアル 整列開始〜スタートセレモニー

10:45 ■ バディトライアル 第１グループスタート

■ バディトライアル 第２グループスタート

■ バディトライアル競技終了後に表彰を⾏います

11:15   全体記念撮影（スタート地点で参加者全員で記念撮影を⾏います）

11:30 ■ 5時間エンデューロ 試⾛開始

11:50 ■ 5時間エンデューロ 第１ライダー整列開始~スタートセレモニー

12:00 ■ 5時間エンデューロ スタート

16:45 ■ 5時間エンデューロ ピットクローズ

17:00 ■ 5時間エンデューロ 競技終了

17:10   企画賞・ラッキー賞･5時間エンデューロ 表彰式

17:45   全イベント 終了

08:00

09:15

11:00

10:00

・普段⾛る公道やサイクリングロードなどと違い、サーキットで競技を⾏います。

 事故防⽌のため必ず試⾛を⾏ってください。

・審判及びスタッフの指⽰に従わない場合は、周回ペナルティー或いは失格とする場合があり

 ます。

【サイクルレース部⾨ 共通注意事項】

・本イベントにて競技に出⾛される参加者については、事前に改めて⼤会ホームページの

       「⼤会のご案内」「競技について」「参加時の注意事項」

 を確認の上、安全に⾛⾏できる様に⼼掛けてください。

・上記の通り、会場での⾞検は⾏いませんので、事前に最寄りのサイクルショップで整備した

 ⾞両でご参加ください。

・コースとなるサーキットは、きついコーナーが多いのが特徴です。

 コーナーリングの途中でむやみにペダルを回してペダルを地⾯に擦る事で、⾮常にダメ

 ージの⼤きい落⾞に繋がります。

 コーナーでは⾞体を倒し過ぎずに、ペダリングは控えてください。

・各種⽬の受付･試⾛・招集・整列時間について、⼗分確認して余裕をもって⾏動してください。

【必ず試⾛を⾏ってください】

・招集は、交代エリア⼊⼝にて⾏います。

 招集開始時間に遅れないように集合してください。

・コース中で落⾞･メカトラブルなどで⾛⾏できなくなった場合、コースの外に出て巡回する

 サポートライダーに声を掛けてください。

 ※ピットに戻るためにコースを横切る･逆⾛する等の⾏為は絶対に⾏わないでください。

【スペシャルスタンプ押印会】

 スペシャルサポーター相⽻あいなさんと⻄尾⼣⾹さんによる「スタンプ押印会」が決定！

「⽣存称号スタンプ」と「サポーターサイン⼊り称号スタンプ」の２種を参加特典「⼤会記念Tシャツ」に押

印してもらおう！ みなさまの参加お待ちしております

押印時間：10:40~11:10

押印場所：運営本部

【⽣存称号について】

獲得した⽣存称号の認定として、参加特典Tシャツに⽣存称号スタンプを押印します。

スタンプの押印は、「サーキット⻤ごっこ」終了後~16:00まで、運営本部にて押印します。

⽣存称号スタンプのデザインについては、公式ホームページ→競技について→ランニングレースの部

を参照ください。

【レースにおける妨害】

競技中、押されたり⾛路をふさがれたりするなど、競技者の前進が妨げられる妨害⾏為は禁⽌とします。

競技者が上記妨害⾏為を引き起こしたと審査員が判断した場合、その競技者は失格とします。

【ゼッケンについて 要注意！】

必ず背中にゼッケンを付けてください。⾐装の都合で問題がある場合は、運営本部までお問い合わせくださ

い。（通常のランニングイベント胸にゼッケンを付けますが、必ず背中にゼッケンを付けてください）

【競技終了／判定について】

・「⾚⻤」の周回遅れになった参加者は、「⾚⻤」と並⾛するサポートライダーが確認いたします。

・周回については、参加者⾃⾝でカウントしてください。

・「⾚⻤」：森 湧暉（もり ゆうき）

・「⻘⻤」：⼝町 亮（くちまち りょう）

・コースの周回は時計まわりで⾏います。

【競技⽅法】

①スタートは、 コントロールラインより、「⾚⻤」と参加者が⼀⻫にスタートします。

②1キロ4”10秒ペースを想定した「⻘⻤」は、4”10秒/キロで1周⽬となる、スタートから4:53

 後にスタートします。

③「⻘⻤」は、4:53秒遅れでスタートして、5周を4”10秒/キロペースで⾛り続けます。

 ・「⾚⻤」に周回遅れにならずに5周⾛り切った参加者→「WINNER」

 ・「⾚⻤」に周回遅れになり「⻘⻤」より5周を⾛り切った参加者 →「SURVIVOR」

 ・「⾚⻤」に周回遅れになり「⻘⻤」より後にゴールした参加者  →「LOSER」

 の「⽣存称号」を獲得する事が出来ます。

※表彰・リザルトは有りません

【スタート規則】

スタートは⽴位（スタンディング・ポジション）で⾏います。

「On your marks（位置について）」の指⽰の後、競技者はスタートラインに近づき、スタートラインの後

ろでスタート体勢をとり、すべての競技者が「On your marks（位置について）」の構えで静⽌したと確認

した時点で、スタートホーンを鳴らします。

最終のスタートの姿勢になってからホーンがなるまでの間に静⽌することなく、動いたままスタートした場

合不正スタートとします。

何度も繰り返した場合、その競技者は失格といたします。

【携帯品の禁⽌】

・ビデオ装置、レコーダー、ラジオ、CD、トランシーバーや携帯電話もしくは類似の機器を競技

 区域内で所持または使⽤することを禁⽌します。

・レース場への飲⾷物の持ち込みを禁⽌します。

【装備品について】

・靴を履かないで競技に参加することを禁⽌します。

【服装規定】

・参加者特典のTシャツの着⽤、またはコスプレ、キャラクターウエアを着⽤ください。

【サーキット⻤ごっこ 実施要項】

・⾛⾏距離：サーキット5周 5.7km

♥

■競技受付 

【受付開始時間】

各種⽬に受付開始･終了時間は下記の通りです。

必ずチーム種⽬代表者と個⼈種⽬参加者本⼈が、受付にお越しください。

【受付⼿順】

①所定の受付にて受理証を提⽰ください（チーム代表者及び個⼈種⽬参加者に事前送付）

②「出⾛にかかわる誓約事項」に、実名でサインをする

③配布物を受け取る

④配布物の中に、計測チップと⼈数分のゼッケンと安全ピンが⼊っているか確認する

 ・タイムトライアル・バディトライアルはヘルメットナンバーシールと計測チップ

 ・サーキット⻤ごっこはゼッケン

 ・5時間エンデューロはゼッケンと計測チップ

 注意）計測チップ競技によって異なります。同封の説明書をよく読み、正しく取付けてください。

⑤出⾛準備をする

【受付開始時間】

・タイムトライアル  8:00〜8:40

・サーキット⻤ごっこ 8:00〜9:25

・バディトライアル  8:00〜10:15

・エンデューロ    9:30〜11:30

・サンボルトライダーサポートチーム

 ろんぐらいだぁすとーりーず！オフィシャルチーム 10:00〜11:10

【サーキット⻤ごっこの当⽇参加について】

サーキット⻤ごっこでは、当⽇参加を受付ます。

⼊場ゲートにて、サーキット⼊場券をお持ちでない⽅は、サーキット⼊場券とサーキット⻤ごっこの参加料

を⽀払いの上、引換証を持って会場内の競技受付までお越しください。

競技受付にて参加登録を⾏います。

参加にあたっては、下記「サーキット⻤ごっこ開催概要」をよく読んでご参加ください。

https://www.mspo.jp/systemway/19charaen_mobara2/sokuho/
https://www.mspo.jp/systemway/19charaen_mobara2/sokuho/

