2018 Lites! KYT HELMET in
日野カントリーオフロードランド
開催要項
2018 年 1 月 22 日
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大会趣旨
本大会は、オフロードバイクを用いたレクレーションとスポーツ競技普及の為に運営・開催され
る。また MFJ 全日本エンデューロ選手権（JEC）やエリア戦への参加を促す為の体験的なイベ
ント。ルールを共通化し、エンデューロ競技人口促進を図ることを目的とする。
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運営組織
大会名
主催/運営
協力

コース監修
協賛
開催日
会場
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参加資格

2018 Lites! KYT HELMET in 日野カントリーオフロードランド
ＪＥＣプロモーション
日野カントリーオフロードランド・TNG オフロードクラブ・グンマーズ・
怪しい道調査隊・デコボコフレンズ・ モンドモト＆ロッカーズ・ワキタソフ
ト・ビッグタンクマガジン・Rider・ Dirtsports・Garrr
栗田武（JEC-IA）
KYT ヘルメット・YAMAHA・Dirtfreak・DUNLOP・ラフ＆ロード
4 月 1 日(日)
〒375-0046 群馬県藤岡市下日野 2953
https://goo.gl/maps/bFY2rnRb5w32
※上信越自動車道 藤岡 IC から 40 分ほど 約 20 ㎞
どなたでも参加いただけます。MFJ ライセンスは必要ありません。
参加者全員にスポーツ安全保険にご加入いただきます。

タイムスケジュール（暫定）
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ゲートオープン
～ 7:30 受付＆車検
ブリーフィング
Lites ! KYT HELMET1 組目パルクフェルメ入場
Lites ! KYT HELMET 1 組目スタート
Lites ! KYT HELMET･競技終了予定（参加台数による）
Lites ! KYT HELMET 表彰式
東日本エリア戦 1 組目パルクフェルメ入場
東日本エリア戦 1 組目スタート
東日本エリア戦 競技終了予定（参加台数による）
東日本エリア戦 表彰式
(スケジュールはコンディションにより、変更する場合があります)
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競技方法
オンタイム形式（タイムアタック） あらかじめ決められた設定時間内に、
テストを規定周回数タ
イムアタックし、 その合計タイムと、その他のペナルティの合計を総合成績とするもの
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スタート方法
各周回のスタート時間はあらかじめ決められている。
予定周回数（予定）
B

◯周（未定）

120 分

C・Women’s

◯周（未定）

120 分

(周回数はコンディションにより、変更する場合があります)

・テストのスタート
約10秒～15秒間隔で1台ずつスタート
スタートオフィシャルの合図でスタートする。計測は車両が計測ラインを通過した時点から開
始
※最初のラップは下見ラップとするためラップ計測はしない
※タイムチェックでは決められた時間内にタイムカードにチェックを受けなければならない
・テストのゴール
車両が計測ラインを通過した時点でゴールとなる。
但し、ゴール後20mを示す地点までは追突防止のため停止してはならない
・周回数
各クラスで異なる周回数が設定される。各選手にタイムカードを配布し、オフィシャルが周回
チェックを行なう。
但し、周回数の管理は選手の責務であり、周回数不足などの抗議は受け付けない
・タイムオーバーのペナルティ
規定周回数を終えた時点で持ち時間を超えていた場合、超えた時間1分につき60秒のペナル
ティが加算されスペシャルテストのタイムとともにリザルトに反映される。また制限時間を越
えた選手はスペシャルテストをスタートすることができずその時点で競技が終了する
・車両保管
車検合格後スタートまでパルクフェルメにて車両保管をおこないます。
スタートがすぐに出来るように車両整備をして車検をお受け下さい
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ルートとスペシャルテストの距離 （予定）
周回数と距離 (※当日のコンディションによって変わることがあります。
）
クラス
テストの距離
ルートの距離
周回数
B クラス
約 1.2km
約３km
未定（後日発表）
C・W クラス
約 1.2km
約３km
未定（後日発表）
※テストとルートを合わせたものが 1 周となります。よって B クラスの 1 周は 4,2km になりま
す。

８

競技車両と車両検査
・すべての競技車両は決められた時間内に必ず車両検査を受けること。車検を受けていない車両
及び車検不合格の車両は一切出走出来ない
検査内容は、ゼッケン・テーピングなど車両規定に沿っているかの確認著しく音のうるさい車
両に対しては音量測定をする場合があります
・サイドスタンド
パルクフェルメに於いての車両は、三角スタンド等暫定的な取付け方法ものを使用しても良い。
パルクフェルメでのセンタースタンドの使用は禁止される
・タイヤ
EDタイヤ、MXタイヤ、TRタイヤの使用が可能
・取り外さなければならない部品
バックミラー キャリア ナンバープレート
・テーピングが必要な部品
ガラス及びプラスチック製のレンズ等、その他鋭利な突起物など

９

クラス区分、ゼッケン
事務局より通知された番号をマシンのフロント及び両サイドにブロック体で明確に記入のこと。
ゼッケンナンバーは受理書・ホームページにてお知らせします
ゼッケン色はベース及び数字色も自由です。但し、はっきりと認識出来る事

クラス名称

排気量

車両

表彰

B（中級者）

オープン

ED/MX

1～6 位

B-市販車（中級者）

オープン

一般市販公道仕様車

1～3 位

C（ビギナー）

オープン

ED/MX

1～6 位

一般市販公道仕様車

1～3 位

ED/MX

1～6 位

C-市販車（ビギナー） 2st125cc/4st250cc
Women’s

まで
オープン
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１０

エントリー申込期間と募集台数
2018 年 2月27日(火曜日)午後8時より※ 3月20日(火曜日)
併催のエリア戦参加台数による。概ね、募集台数はBが20台、Ｃ・ウィメンズが20台とする。
※エントリー締め切り前でも 定員に達した時点でエントリーを閉め切る
参加受理書はエントリー締め切り後ゼッケン番号の通知とともに発送される

１１

エントリー費
B クラス（中級者）

10,000円

C クラス（ビギナー）

8,000円

Women’s

8,000円

※別途スポーツ安全保険掛金（高校生以上\1850 、中学生以下800円）が必要となります
１２

クラスの定義（参加クラスは自己判断に委ねるものとする）
・Bクラス
MFJ 全日本エンデューロにおいてナショナルクラス及び、それに挑戦するレベル
MFJ 全日本モトクロスにおいて NBライセンス保持者相当レベル
・C･W（Cクラス・C-ウィメンズクラス）
上記以外の該当する出場者
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１３

失格及び減周の対象となる行為
・オフィシャルの指示に従わない

・オフィシャルに対する暴言

・故意による他車の走路妨害

・コースの逆走及びショートカット

・登録外のライダーやマシンに変更 ・オイル、燃料、ゴミ等の不法投棄
・ピット内での喫煙、焚火等
・レース中のアルコール又は薬物（興奮剤等）の飲用は一切禁止
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医療機関・救護体制
救護体制

本部会場に緊急用搬送車両1台と救急救命士を配備する

重傷者は救急車（１１９）を呼び搬送し、搬送先は救急隊が決定する
１5

１6

１7

会場アクセス
群馬県藤岡市下日野 2953
https://goo.gl/maps/bFY2rnRb5w32
※上信越自動車道 藤岡 IC から 40 分ほど 約 20 ㎞
●近くの温泉
猪ノ田温泉

http://www.hisaeya.com/

鮎川温泉 金井の湯

http://www.kanainoyu.jp/price.php

その他の特記事項
・パドックでの宿泊は可能ですが、引火物とキャンプサイトを分けること
・競技時間内の火気使用は禁止とする
・大会当日は必ず健康保険証を持参すること
・大会保険はスポーツ安全保険を適用します
・補償内容

●死亡：2000 万円、●傷害：（日額）入院 4000 円、通院 1500 円

詳しくは（財）スポーツ安全協会ホームページをご参照下さい

http://www.sportsanzen.org/
・補償内容に不安と思われる方は各自での傷害保険等への加入をお願いします
・レース中は競技規則に従って行動し参加者はすべての行動に責任をもたなければならない
・競技時間は運営の都合上（天候等により）短縮される場合があります
・コース上はゴミの不法投棄禁止、ピット内では禁煙となっています。各自のピット及び車両付
近のゴミは必ず持ち帰ること。
・レース中のアルコール又は薬品（興奮剤等）の飲用は一切禁止とする
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エントリー方法
インターネットと FAX の 2 通り選択できる
・ＷＥＢ（インターネット）での申込方法
① ＪＥＣプロモーションホームベージへ http://jecpro.com/
② 当該大会出場申込をクリック
③ 必要事項を全て入力
④ 決済方法を選択
1）クレジットカード（VISA/MASTER)
2）コンビニ払い（ファミリーマート/サークルＫ/サンクス/セイコーマート）
3）銀行振込（ジャパンネット銀行） ※1）下記金融機関名参照
※クレジットカード、コンビニ払いはジックＺ（株式会社グレートインフォメーション）の決済サービ
スを使用します。決済手続き終了後、ジックＺよりメールが届きます。

・FAX エントリー
FAX でエントリー用紙を送信して下記振込先にエントリー費を送金してください
＜振込先＞
金融機関名：ジャパンネット銀行
支店名：すずめ支店

（店番号：002）

口座番号：普通預金 5908084
口座名義：ジェイイーシープロモーションナカニシサトル

19

エントリー費の返還
払い込みを行なったエントリー費は、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には、振込手数料を差し引
いた金額が返還される

２0

お問い合わせ
JEC プロモーション
〒243-0201
神奈川県厚木市上荻野 3683-20
TEL：046-205-0874

FAX：046-265-0010

E メール：jecpro.knakanishi@gmail.com
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注）会場利用に関する注意事項 !!!
•

県道 175 号線から橋を渡り会場直前までの道は非常に狭くなっています。

•

通過できるのはコースタークラスまでは可能ですが、それ以上は厳しいと思いますので会場入
りする場合はご注意ください。

•

牽引トレーラーはお勧めいたしません。

•

会場駐車場での車中泊は可能ですが、大きな声での会話や音楽などはご遠慮願います。

•

キャンプ泊は可能ですが、テントなどは翌日の朝撤去して頂く場合があります。

•

会場での直火は禁止です。

•

会場にはゴミ箱はありませんのでゴミは各自必ず持ち帰ってください。

•

暖気などのエンジン始動可能時間は 7 時 00 分〜18 時までとします。

•

このレースは近隣住民の理解と協力のもと開催されています。
今後のレース開催に影響のないよう上記のことを守っていただきグッドマナーでお願いしま
す。

•

レース当日の駐車エリアへの入場は必ずスタッフの指示に従ってください。

•

駐車区画は１人 1 台分の確保はする予定ではありますが、必要以上の場所取りや、テントなど
を設営しないようお願いします。
1 台分のスペースとは、ハイエースの標準ボディサイズを基準にいたします。

•

観客用駐車場は特に設けていませんが観戦に来られる方はスタッフ用駐車場や臨時駐車場を臨
機応変に使って頂くような形になりますのでレース終了まで移動できない場合があります。

•

会場までのアクセス道の通行や、狭いパドックの為、参加者のみなさまにはご迷惑をお掛けい
たしますが、どうぞご協力をお願いいたします。
JEC プロモーション
スタッフ一同
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