２０２０ ＭＦＪ全日本エンデューロ選手権 ＳＵＧO大会
村田 ＳＵＧＯ ２ＤＡＹＳ エンデューロ
大会特別規則(ＳＲ)

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２０２０エンデューロ競技規則
に基づいて開催される。全日本クラス以外のクラスにおいては、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
主催
後援
公認
開催日
本部会場

２０２０ MFJ全日本エンデューロ選手権シリーズ第４戦 Ｒ５，６
２０２０ＭＦＪ東日本エリア選手権
村田 ＳＵＧＯ ２ＤＡＹＳ ＥＮＤＵＲＯ 承認クラス併催
ＳＵＧＯスポーツクラブ
ＪＥＣプロモーション
一般財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会
１１月２１日 ～ ２２日
スポーツランドＳＵＧＯ 国際モトクロスコース

3. 開催場所
スポーツランドＳＵＧＯ (株式会社 菅生)
〒９８９－１３０１
宮城県柴田郡村田町菅生６－１
TEL.0224-83-3111
FAX.0224-83-3790
4. クラス区分・ゼッケンカラー
全日本クラスは競技規則に基づき、インターナショナルＡ・ＢクラスとナショナルＡ・Ｂクラス
及び、全日本ウィメンズクラス。
承認クラスにおいては、ジュニア、Ｃ、Ｂ、Ｃ-Wのクラスを設定する。
クラス名称

適用

排気量

ゼッケン色

インターナショナルA(IA)

国際A

オープン

赤地に白数字

インターナショナルB(IB)

国際B

オープン

紺地に白数字

ナショナルA(NA)

国内A

オープン

黄地に黒数字

ナショナルB(NB)

国内B

オープン

白地に黒数字

ウィメンズ

国内

オープン

ジュニア

ジュニア

オープン

白地に黒数字

Bクラス

上級

オープン

黒地に白数字

Cクラス

中級

オープン

緑地に白数字

C-Wクラス

女性

オープン

白地に赤数字

紫地に白数字(左上にW)

5. 競技ライセンス
全日本クラスは２０２０ＭＦＪエンデューロライセンスの所持。
承認クラス(Ｂ、Ｃ、Ｃ-Ｗ)は、エンジョイ会員又は他のカテゴリーの競技ライセンスが必要。
ジュニアクラスは、モトクロスジュニアライセンスが必要。
6. クラブチーム
それぞれのクラスでの３名の個人成績を合算してチーム成績とする。３名は異なるクラスでも、
同じでも良い。全日本クラスは日毎２分の１で計算する。他のクラスは２日間の総合ポイント。
7. キャンセルについて
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始されなかった場合を除いて
返還されない。大会開催前に中止された場合には、振込み手数料を差し引いた金額が
返還される。
8. リザルト及び表彰
全日本クラスはＭＦＪエンデューロ競技規則に基づき、１日目と２日目が独立とした競技として
実施され、ポイントが付く。表彰は２日間の総合タイムの順位。承認クラスは２日間トータルの
競技として実施される。
9. 競技車両と車両検査
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。
車両検査では車両仕様書と車両及びヘルメットの提示が求められる。
10. ノイズコントロール(音量測定)
ＭＦＪ付則２４エンデューロ技術規則の２３による２ｍＭＡＸ方式にて測定し、
音量測定は、抜き打ちで行う。(希望者は車検時間内に測定できる。)
11. ルートとスペシャルテスト

※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。

ルートの１周距離

コース：前半10km、後半9ｋｍ 計19km

スペシャルテスト
エンデューロテスト1
エンデューロテスト2
クロステスト

（ＮＡ以上のみ）

選手権二日目に「ファイナルクロス」を開催する。
タイムチェック
スタート/ゴール
ルートの中間地点
プレフィニッシュ

(毎周回)
(毎周回)
(最終周のみ)

周回数 １日目
全日本IA・IBクラス× 5周

周回数 ２日目
全日本IA・IBクラス× 4周

全日本NAクラス× 4周

全日本NAクラス× 3周

NB及びジュニア・承認Bクラス
承認C・Wクラス× 4周

NB及びジュニア・承認Bクラス
承認C・Wクラス× 3周

＋ファイナルクロス4周
(フルコース）
＋ファイナルクロス3周
(フルコース）
＋ファイナルクロス2周
(ショートコース）

*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。
12. 救護体制

本部会場に救急車１台と看護師を配備する。

搬送先医療機関
みやぎ県南中核病院(大河原町)
TEL 0224-51-5500
会場より一般車両で約１８分
大泉記念病院(白石市)
TEL 0224-22-2111
会場より一般車両で約２０分(高速使用)
仙台市立病院(仙台市)
TEL 022-308-7111
会場より一般車両で約３０分
※但し、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。

13. 宿泊施設
所在地域

ホテル(宿)名

民宿 大久(おおひさ)
旅館 谷山温泉(たにやま)
岩沼市
ホテル 原田
ひさごホテル 別館
ひさご本館
柴田町
ホテル原田inさくら
グリーンホテル大河原
仙台ジョイホテル
仙台サンプラザ
茂庭荘
ホテルプレミアムグリーンソブリン
ホテルルートイン仙台長町インター
ホテルグリーンパシフィック
仙台市
ホテルグリーンマーク
ホテルグリーンセレク
ホテルグリーンアーバ
ホテルグリーンライン
ホテルグリーンシティ
ホテルルートイン仙台泉インター
ホテルルートイン仙台多賀城インター
ホテルルートイン名取
名取市
ホテルルートイン名取岩沼インター
※料金等、各自予約の際にご確認下さい。
村田町

予約先TEL
0224-83-3424
0224-83-2427
0223-24-2525
0224-57-1616
0224-54-2105
0224-58-2525
0224-53-7611
022-719-8711
022-257-3333
022-245-5141
022-227-2322
022-304-1131
022-221-8888
022-224-1050
022-217-3117
022-213-8990
022-217-8311
022-219-2691
022-371-0550
022-361-8501
022-784-4450
0223-25-2911

SUGOまでの目安距離

5.1km/8分
8.6km/14分
14.4km/27分
33分
36分
15.9km/31分
15km/30分
22.8km/46分
36.6km/52分
13.4km/23分
33.7km/42分
34km/39分
34.4km/44分
35km/47分
34.4km/44分
33.8km/43分
34.3km/44分
35.3km/47分
43.5km/42分
36.9km/45分
19km/32分
15km/30分

14. 会場アクセス
東北自動車道 村田ＩＣから１０分
東北自動車道 仙台南ＩＣから１５分
15. その他の特記事項
① 補給場所での環境保護マット(国内競技規則18)の使用を承認クラスは強く推奨する。
② 補給場所での環境保護マット(国内競技規則18)の使用を全日本クラスは義務とする。
③ 補給場所での消火器の設置を強く推奨する。各チームに１個設置(大きさは問わない)
④ SUGO施設内は、SUGO表示看板に従うこと。(特に止まれ、スピード表示看板)
⑤ 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。
⑥ 競技時間内の火気使用は禁止する。
⑦ ティアオフレンズの禁止
⑧ ヘルメットリムーバの推奨
⑨ 生分解生オイルの推奨
⑩ スピードメーター義務付け(サイクルメーターやＧＰＳメーター可)
⑪ 全クラス規定時間より60分以上オーバーした場合、タイムオーバーとなる。
16. ピットクルーのライセンス所持及び提示
インターナショナルA及びインターナショナルBクラスが、朝の１０分間のワーキングエリアへ
入場している間に入場できるのは、ライダー本人とピットクルー
（ピットクルーはピットクルーライセンスまたはエンデューロ競技ライセンス保持者に限る）
及び競技役員のみとする。
朝のワーキングエリア入場の際、競技役員に提示しなければならない。
(周回中のパドックや最終周のワーキングタイムでは、所持及び提示の義務は無い。)
17. 外部からの援助
下記の点のみ、外部からの補助を認める。
布又はスポンジ、ブラシによるスポンサーロゴ、ゼッケンの清掃
工具、パーツの手渡し
ガソリン、ラジエター液、オイル、空気の補給
タイヤに空気を入れるためのコンプレッサー
※(朝のワーキングエリアへの持ち込みは禁ずる。)

18. 事務局(競技に関する問合わせ先)
SUGOスポーツクラブ ２ＤＥ係
TEL 0224-83-3111
FAX 0224-83-3790
mail mstwo@sportsland-sugo.jp
エントリー事務局(エントリーに関する問合わせ先)
JECプロモーション
TEL 046-205-0874
FAX 046-265-0010
mail jecpro.knakanishi@gmail.com
19. 確認事項
① リアタイヤは、ブロックの高さ １３ｍｍ以下の一般に市販しているタイヤとする。
(後輪に１６インチ以下の小径ホイールを装備した車両は除く)※トライアルタイヤは可
② ハンドルバーパット義務付け
③ スピードメーター義務付け
(サイクルメーターやGPSメーターでも可)
④ マシンプール時 サイドスタンド
⑤ スペアタイヤ(承認B,Cクラスに於いて、１本交換につき １分の減算のボーナスを与える。)
⑥ 大会参加受付時の提出物
・ 参加受理書
・ ライセンス
・ 受理書＆誓約書
・ 車両仕様書
・ 保険証（コピー可） ・ 競技会参加に関する感染防止申告書
⑦ 車検
車検時、車両・ヘルメット及び車両仕様書再提出

11月 21日（土）
ゲートオープン

11月 22日（日）
金曜 9:00 から開放

受付

7:00～8:30

車検（W、Jr、Ｂ、C、ＣＷ）

7:00～7:20

車検（ＮＡ，ＮＢ）
車検（全日本ＩＡ、ＩＢ）
ライダーズブリーフィング
パルクフェルメ入場1組目開始
1組目スタート
最終組スタート
最終ゴールクローズ（予）
パルクフェルメクローズ（予）

大会本部（事務局）オープン
Ｂ，Ｃ、Ｃ-Ｗ

再車検、

（前日リタイヤのみ）

7:20～8:00
8:00～8:30
8:50～
パルクフェルメ入場1組目開始
9:15
1組目スタート
9:30
最終組スタート予定
10:12
最終ゴールクロ-ズ（予）
15:08
パルクフェルメクローズ（予）
15:23

結果発表、掲示

17:00

大会本部（事務局）クローズ

18:00

6:00
7：00～7：15

7:15
7:30
8:12
12:06
12:21
パルクフェルメ入場1組目開始
12:40
ファイナルクロス１組目スタート
12:45
ファイナルクロス7組目終了
14:50
結果発表、掲示
14:00～随時
総合表彰式
15:30

