


TECHNICAL ENDURO    A to Z  vol.2    Regulation

開催日時／場所

2022 年 5 月 3 日（火祝）
いなべモータースポーツランド　　三重県いなべ市員弁町市之原 160　　TEL:080-9572-9268　　URL：http://inabe-msl.com

運営組織

主催 / 運営：OPENAREA PRODUCTS

協力：いなべモータースポーツランド／ KTM 東海／ GASGAS 東海／ WP 東海

コースディレクター：中嶋 宏明
協賛：VeeRubber 木下電機／オフィスアクションオフロードタイヤ販売部（MAXXIS）／シンコー（順不同・敬称略）

クラス区分／開催クラス
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AAA

各レース上位クラス入賞経験者

MIDDLE

オフロードレース中級～上級

BEGINNER
オフロードレース初級～中級

KIDS

オフロードレース初級／ 15 歳以下

YOUTH
オフロードレース中級～上級／ 18 歳以下

競技方法／競技時間

タイムアタック方式で開催する（時間はクラスにより異なる）。スタートは、モトクロススタートバーを使用する。
計測には、自動計測システムを利用する。

AAA

1 周：約 2.0km　時間：45 分 2 ヒート +3 周ラストアタック　45 分経過でアタック終了 /3 周でトップにチェッカー　
MIDDLE

1 周 : 約 2.0km　 時間：30 分 2 ヒート　30 分経過でアタック終了　　

YOUTH
1 周：約 2.0km　時間：30 分 2 ヒート　30 分経過でアタック終了

BEGINNER

1 周：約 1.8km　時間：40 分 1 ヒート　トップが 40 分経過でレース終了
KIDS

1 周：約 1.3km　時間：20 分 1 ヒート　トップが 20 分経過でレース終了

※すべてのクラスについて、規定時間に出されるチェッカーを受けることができない場合は、DNF とする。DNF の場合は、ラップタイムは無効となる。　

※コースレイアウトはレース 1 週間前までに発表とする。レイアウトについての問い合わせは一切受け付けない。

レギュレーション内容について、各自確認をした上でエントリーをお願い致します。エントリー内容に同意できない方については、エントリーを
お控えください。不明な点については、事務局までお問合せください。

競技内容、車両規定、タイヤについてなど、このレギュレーションに記載事項が変更になる場合は、SNS、ホームページ等で発表します。

当日まで、各自 SNS やホームページで情報確認をお願いします。

エントリーの方へ



2. エントリー条件

各クラス、以下の条件が揃ったものがエントリー可能。全クラス「OP-net スポーツ安全保険」への加入は必須とする。
AAA

各レース上位クラス入賞経験者（レースエントリー時に直近の入賞レースを申告）

MIDDLE
オフロードレース中級～上級程度

YOUTH

オフロードレース中級／ 18 歳以下
BEGINEER

オフロードレース初級～中級程度

KIDS
オフロードレース初級／ 15 歳以下／転倒時自身でレース復帰可能な技量があること

※全クラス、2 台以上のエントリーで競技成立とする（2 台以下の場合は、不成立により、そのクラスは開催しない）
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3. 競技車両／車検

すべての競技車両は、エンデューロ競技専用車両、モトクロッサー、一般市販公道可能オフロード車など、市販車に限る（トライアル車は不可）。
排気量はオープンとする（電動可能）が、シングルシリンダーに限る。

・保安部品装着車については、保安部品を取り外すか、テーピング等で厳重に対処をすること。

・サイドスタンドの装着は認めるが、取り外した車両はパルクフェルメで三角スタンド等、暫定的は取り付け方法の物を使用してもよい。パルクフェ
ルメ内でのセンタースタンドの使用は禁止される。

・スタッフが競技に相応しくない車両と判断した場合、音量規定を著しく超えている場合、著しい改造や故障があり走行に支障をきたすと判断した

場合などは、レース出場が不可となる場合もある。

1. エントリー

＜エントリー方法＞

WEB エントリーにて受け付ける。

◆ A to Z 特設ホームページ　「ENTRY」(MXentry) から、出場希望クラス申込みをクリックし、必須事項を全て入力する。支払い方法を選択し、（ク
レジットカード決済／銀行振込）決済 / 入金完了でエントリー完了とする。（エントリーが完了となるまではゼッケンの指定は行わない）

※ WEB エントリー以外ではエントリーは一切受け付けない

※期日を過ぎた場合のエントリーは一切受け付けない（レイトエントリーを募集する場合は、SNS/ ホームページで発表する）

＜エントリー料＞

AAA・・・・・・￥12,000-（税込 / 手数料別途）
MIDDLE・・・・￥10,000-（税込 / 手数料別途）　

YOUTH・・・・・・・ ・￥8,000-（税込 / 手数料別途）　

BEGINNER ／ KIDS・・・￥6,000-（税込 / 手数料別途）
全クラス、レース当日のいなべモータースポーツランド南エンデューロコースフリー走行（通常走行料￥4,000-）つき

W エントリー不可

＜エントリー期間＞

2022 年 4 月 3 日（金）～ 2022 年 4 月 17 日（日）※入金完了必須

＜募集人数＞

全クラス合計で目安 100 台程度　※会場のパドック収容台数を超える場合は、期日よりも早くエントリーを締め切る場合がある。

＜エントリー料の返還＞
払い込みを行った参加費は、不可抗力により大会が開始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、手数料を差

し引いた金額が返還される。不可抗力（戦争、政変、自然災害等）で大会の開催が中止された場合は、エントリー費は返還されない。



4. リザルト / 表彰

AAA/MIDDLE/YOUTH は、規定時間内に計測したラップタイムが速い順でリザルトを出し、ヒート 1 とヒート 2 の総合ポイントでリザルトを出す。

AAA クラスは、ヒート 1、ヒート 2 の結果とラストアタックの結果で総合結果を出す。KIDS/BEGINNER は、周回数が多いものから順にリザルトを
出し、ベストラップ賞も表彰対象とする。AtoZ オリジナルポイントスケールを採用し、多くポイントを獲得したを上位とする。同ポイントの場合は、

ヒート 2 の結果を優先する。AAA はラストアタックの結果を優先する。出走者には走行証明書を発行する。表彰は、各クラス 3 位までを対象とし、

表彰式を行う。
※ AtoZ ポイントスケール（1 ～ 20 位）：20/19/18/17/16/15/14/13/12/11/10/9/8/7/6/5/4/3/2/1
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5. ペナルティー

ペナルティーについては、ペナルティはレース終了後に結果に加算される。

　◆最徐行指定エリア（パドック内）を徐行（時速 5km 以下）せずに走行した・・・・・・   ベストラップに 15 分加算／周回数から 10 周減算

　◆ライダー、メカニック、関係者によるパドックでの喫煙・・・・・・・・・・・・・・・失格

　◆故意にコースを外れた / 逆走した / コーステープを切った・・・・・・・・・・・・・・ベストラップに 15 分加算／周回数から 10 周減算
　◆スタッフの安全を考慮するために行った指摘事項を無視した・・・・・・・・・・・・・失格

　◆レース中、著しく会場の雰囲気を乱す行為を行った・・・・・・・・・・・・・・・・・失格

　◆レース終了時チェッカーを受けなかった・・・・・・・・・・   ・・・・・・・・・・・・DNF

6. その他特記事項

・ヘルメットはオフロードバイク用フルフェイスを必須とする。その他装備については、オフロードブーツ、グローブ、ゴーグル着用は必須とし、

   各種プロテクター類については、着用を強く推奨する。

・ゴーグルに装着するティアオフレンズの使用は、環境保護のため使用を禁止する。
・気温が不安定なため、キャメルバッグ等の水分補給補助装置の装着を推奨する。

・ウェアブルカメラの装着は自己責任のもと可能とする。

・安全の為、オフィシャルが一旦停止を求めた場合は、必ず応じること。
・MIDDLE/AAA はヘルプなし（選手同志は OK）。

・パドックは譲り合って使用すること。テントを広げて車両の駐車場所を占拠することは禁止とする。必要最低限のスペースで使用すること。

・喫煙は、コース事務所横の喫煙場所で行うこと。

7. A to Z　特別ルール

・レース終了チェッカーを受けなかった者は DNF とし、ベストラップ及びラップタイムは無効となる。

・各クラスヒート 1 で DNF となった場合でも、ヒート 2 は走行できる。

・MIDDLE ／ BEGINNER で 3 位までに入賞した者は、次回は上位クラスに自動昇格とする。
・AAA で下位 3 名となった者は、次回は下位クラスに自動降格とする。DNF 多数の場合は、周回数とベストラップで下位 3 名を決定する。

　（降格人数については、エントリー数により変更する場合もある）

＜タイヤ＞
AAA/MIDDLE：FIM 規格エンデューロタイヤ　※特設サイトの FIM 規格適合タイヤリストなど参照 / エントリー時にメーカーとモデルを申告する

YOUTH/BEGINNER/KIDS：使用するタイヤは自由とするが、サイズがある場合は、FIM 規格エンデューロタイヤを強く推奨する

＜ゼッケンナンバー＞

全クラス希望ゼッケンを申告する。1 から 999 までのナンバーに限る。重複した場合は、先にエントリーが完了した者を優先とする。vol.1 出場者

は前回のゼッケンを申請すること。ゼッケンの指定カラーはないが、認識しやすい大きさ、字体、カラーを使用すること。

＜ A to Z　一斉車検＞

車検は一台づつでは行わず、パルクフェルメに一時保管をし、スタッフによる一斉車検を行う。受付でトランスポンダーを受け取った後、車両に
装着した状態で、パルクフェルメに車両を入れる。パルクフェルメではスタッフが車両の不備を確認する。スタート前にパルクフェルメに入場し、

そのままスタートエリアへ入場。それまでの車両への整備、燃料補給等は出来ない。保管時間は、受付開始からスタートまでとする。なお、競技

終了後の車両保管は行わない。
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大会事務局／競技に関する問い合わせ先

OPENAREA PRODUCTS　A toZ 事務局（KTM 東海内）　中嶋／平野　宛
〒 511-0007　三重県桑名市参宮通 20

TEL：080-9572-9268　　MAIL：info@ktm-tokai.jp

10. 宿泊施設／入浴施設
パドックでの宿泊は、4 月 29 日から可能とする。トイレ、事務所横水道の使用は、コースクローズ後も利用可能。

近隣住民の方への考慮も含め、21 時以降の騒音は禁止とする。また、貴重品や各種機材等は各自で十分に管理すること。パドック内でのトラブル（盗

難、事故）については、コース、主催者は一切の責任を負わない。

【近隣宿泊施設】

　◆六石高原ホテル
　〒 511-0437　三重県いなべ市北勢町垣内 36-2　　TEL：0594-72-2179

　◆スーパーホテル桑名駅前

　〒 511-0079　三重県桑名市有楽町 12　　TEL：0594-22-9000

　◆三交イン桑名駅前
　〒 511-0061　三重県桑名市寿町 2-31-1　　TEL：0594-24-3335

　◆ステーションホテル桑名

　〒 511-0068　三重県桑名市中央町 1-95-3　　TEL：0594-25-3500
　◆ビジネスホテル　ビーエル桑名

　〒 511-0911　三重県桑名市大字額田 317　　TEL：0594-23-5593

【近隣入浴施設】
　◆ほしの湯

　〒 511-0912　三重県桑名市大字星川 719　　TEL：0594-84-7826

　◆神馬の湯
　〒 511-0105　三重県桑名市多度町小山 字西天王平 2160　　TEL：0594-82-5450

9. 新型コロナウイルス感染拡大防止対策

受付では、検温を行い、参加に関する感染防止申告書の提出を必須とする。ライダー、ピットクルー、その他会場に入るすべての者が申告書提出

と検温の対象とする。その他、感染防止のために施す会場での措置については遵守し、指示に従うこと。新型コロナウイルス感染拡大によりレー

スが中止となった場合は、エントリーフィーについては返金とする。

8. 救護体制

JOMS から派遣を行い、怪我、事故に備える。

【搬送先医療機関】
いなべ総合病院

〒 511-0428　三重県いなべ市北勢町阿下喜 771　　TEL：0594-72-2000

桑名医療センター

〒 511-0061　三重県桑名市寿町 3-11　　TEL：0594-22-1211
JA 愛知厚生連　海南病院

〒 498-8502　愛知県弥富市前ケ須町南本田 396　　TEL：0567-65-2511

＜ vol.1 昇格者＞

BEGINNER → MIDDLE　#155 高谷 毅／ #59 中野 匠／ #21 清水 勇人

MIDDLE → AAA　#555 大津 崇博／ #74 中西 裕也／ #155 渡邉 浩一

上記ライダーは、vol.2 においては、自動昇格となる。また、AAA は下位 1 名は次回は下位クラスへ降格の為、エントリー時は、下位クラスにエン
トリーすること。
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タイムスケジュール（変更の可能性あり）
天候やコンディションにより、変更が出る場合がある。その場合は、当日変更を発表することとする。

当日までに変更となった内容については、特設ホームページ、SNS などで発表する。

7:30 ～ 8:15

8:20 ～ 8:35

8:45 ～

9:10

9:20 ～

KIDS/BEGINNER　受付・車両保管

BEGINNER パルクフェルメ入場

10:00 ～ 10:45

10:55 ～ 11:10

12:50 ～

14:20 ～

KIDS/BEGGINER　ブリーフィング

KIDS（20 分）スタート

ブリーフィング終了後、KIDS パルクフェルメ入場

BEGINNER（40 分）スタート

AAA/MIDDLE　受付・車両保管

MIDDLE/AAA　ブリーフィング

AAA（45 分）　HEAT1　スタート11:15 ～

ブリーフィング終了後、AAA パルクフェルメ入場

AAA（45 分）　HEAT2　　スタート

AAA　LAST ATTACK（3 周）

14:45 ～ 表彰式

KIDS/BEGINNER　表彰式

MIDDLE パルクフェルメ入場12:00

MIDDLE（30 分）  HEAT1　スタート12:10 ～

＜ KIDS/BEGINNER ＞

＜ YOUTH/MIDDLE/AAA ＞

全クラス、レース受付前、レース終了後は、いなべモータースポーツランドでのフリー走行が可能。
受付、一斉車検への遅刻がないように、各自時間管理を行うこと。

フリー走行は、南エンデューロコースのみとする。

10:15 ～

MIDDLE（30 分） 　HEAT2　スタート13:45 ～

表彰式終了後 AtoZ vol.2 コース解放　フリーライド
※基本 MIDDLE コースで解放／レース参加者のみ 16 時まで走行可能


