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1.総論 

    本大会は、クロスカントリー方式にて運営される。 

2.運営組織 

 大 会 名  ブラックバレー広島 

 主催・運営  松原観光株式会社／ ＭＦＪ中国地区 エンデューロ部会 

 承   認  一般財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会 

協   力  ブラックバレー広島 実行委員会 

3.開催日時 

    2021年 10月 17 日 (日)  ※下記のタイスケ概要、変更の場合あり 

     ◎タイムスケジュール 

      受付        ７：３０～８：３０ 

      ブリーフィング   ９：００～９：１５ (密を避け間隔をあけて集合願います) 

      スタート     １０：００～    （レース時間は１８０分） 

      ゴール      １３：００～    （＋３０分） 

      閉会式      １４：３０～ 

4.開催場所 

    施設名 ホワイトバレー松原 

        〒731-3834 広島県山県郡安芸太田町松原 135-1 

        ＴＥＬ 080-8985-5580 

5.競技内容、車両 

    排気量等 排気量オープン 

         オフロード走行用として各バイクメーカーが製造販売した二輪車 

         ※使用車両 1 台につき 1 名での出走となります。 

６.参加資格 

    ◎エンジョイ会員 以上が必要となります。 

    ※中学生以下の方のライセンス費用は、２，３５０円 

(ライセンス会費￥1,000＋スポーツ安全保険掛金￥850＋事務手数料￥500) 

    ※高校生以上の方のライセンス費用は、３，３５０円 

     (ライセンス会費￥1,000＋スポーツ安全保険掛金￥1,850＋事務手数料￥500) 

    いずれの場合も大会当日、ライセンス会員証を選手受付にて提示出来るようにお早めにライ

センス取得手続きをお願い致します。申請中では受付出来ません。 

７.ゼッケン 色・番号 

    指定無し 

Ｎｏ.については、主催者が決定する。 

ゼッケンベースの指定色はありませんがベースと文字は反対色でお願いします。 

８.参加料 

    エントリー料  １２，０００円（税込み） 

 

 



9.参加申込方法 

    現金書留での申込方法 

    参加申込書に全てをご記入頂き、参加料を添えて下記の住所まで現金書留にて郵送して下さ

い。※２ 下記申込先参照 

 

    ＦＡＸでの申込方法 

    ①参加申込書に全てをご記入頂き、ＦＡＸ送信して下さい。 Fax 0847-44-0562 

    ②参加料は、銀行振込か現金書留にて郵送をお願いします。※1下記金融機関参照 

    ③参加申込書の原本は、郵送にて下記住所へ送付するか、大会当日に必ず選手受付にて提出

を行ってください。※2下記申込先参照 

 

    ウェブでの申込方法 

    ①右記ＵＲＬにお願いします。 →クリック  https://ws.formzu.net/fgen/S5070903/ 

    ②必要事項を入力し送信して下さい。 

③参加料は、銀行振込のみにて参加申込期間内にお振込下さい。※1 下記金融機関参照 

    ④公式ＨＰのＵＲＬにて『誓約書』をダウンロード頂き、署名捺印の上、大会当日に選手受

付にご提出下さい。 

    ※1 参加料振込先  指定金融機関名：広島銀行（ ヒロシマ ギンコウ ） 

              支 店 名：新市支店（ シンイチ シテン ） 

              口 座 番 号：普通預金 ３０６９８１３ 

              口 座 名 義：ＢＥＲＥＸ代表者池尻和彦 

（ビイレツクス ダイヒヨウシヤ イケジリ カズヒコ） 

    ※2 参加申込送付先 

      〒729-3102 広島県福山市新市町相方 2472 

              ＢＥＲＥＸ ビィレックス 宛 

              TEL 0847-44-0036 FAX 0847-44-0562 

10.参加申込期間 

    2021 年 9 月 21 日(月) ～ 2021 年 10 月 9 日(土)  

※郵送の場合、消印有効。 

11.参加受理 

    申込締切後、全ての書類記載完了、及び所定の参加料を決められた期間内に事務局が受理し

た者のみ、ゼッケンナンバーの通知をメールまたは郵送にて発送される。 

    ※受理日とは、参加申込書・参加料が振込まれた日、郵送されて到着した日を指す。 

12.参加料返還 

    払込を行った参加料は、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、手数料を差し引いた金額が返還される。 

13.大会当日受付 

    指定された時間内に、参加受理書・誓約書を持参の上、参加の有無を行って下さい。 

    新型コロナ感染対策として、受付にて体温チェック(発熱がある場合は参加不可)を必ず受け

て頂き、必要に応じて手洗い・マスク着用・咳エチケットの徹底をお願い致します。 

14.競技車両 

    すべての競技車両は主催者が認めた車両を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。 

https://ws.formzu.net/fgen/S5070903/


    ・エンデューロ専用競技車両、モトクロッサー、一般市販公道可能オフロード車、全て可能

です。 

    ・保安部品装着車につきましては、保安部品を取外すか、テーピング等で厳重に対処をお願

い致します。 

    ・上記ナンバープレート装着車は、取外して下さい。 

    ・サイドスタンドの装着は認めるが、取外した車両は車検場等で三角スタンド等暫定的な取

付方法の物を使用してもよい。 

15.競技内容 

    スタート 10：00（予定）より 

     ①スタート 15 分前にスタートラインへ整列して下さい。 

     ②スタートポジションは、参加受理されたゼッケンナンバー順に 10 台ごとに 1 列と致し

ます。 

      ・スタート約 3 分前にエンジンスタートの合図後、エンジンを始動して下さい。 

     ③スタート旗の合図で一斉スタートをして下さい。 

      ・エンジンが始動しなかった場合でも競技は進行させて頂きます。 

      ・エンジンランニングスタートです。（エンジンを始動した状態でクラッチにし、合図と

共に調整し走行開始する） 

      ・1周目は、コース確認も含めて安全走行を心掛けて下さい。 

    ゴール 13：00（予定）まで 

     スタートから規定時間 3時間を経過後、コントロールラインにてチェッカーフラッグ 

     が提示される。 

    最終チェッカー 

主催者が用意したエンドマーシャルがチェッカー後、コントロールラインから走行し、 

車両確認を行いながら 1 周する。（＋30 分後、本競技会の終了とする。） 

 

    ※ライダーズブリーフィングでゴール待ち等の説明が行われる。（広島方式を基本としている 

が、G-NET ポイントは別枠として付与されます） 

※リタイヤ及びゴール待ち等の途中退場の際は、必ずチェックポイント場所へ報告を行って 

下さい。 

    ※コーステープについては、右側：赤・左側：青、又はマーカーによる進行方向の指示があ

る。 

16.成績 

    ①規定時間内に多く周回した者で同一周回数の場合は、通過時刻の早い順とする。 

    ②本大会は、最終周回でチェッカーに間に合わなかった者はリタイヤ扱いとする。 

    ③G-NET ポイント付与については、ブラックバレー広島の賞典外となるが、最終チェック 

をした周回に応じた順位で 1 位 25Pt～20位 1Pt が付与される。 

17.リザルト 

    大会が終了した後、発表される。 

18.燃料補給 

    ①主催者が指定した場所にて行う事ができる。 

②各選手のパドックにて行う事ができるが、この場合は、コントロールライン通過後の退避

路からパドックに徐行厳守（一般車両通過のため）で戻って下さい。 

注）ガソリン等の取扱い時には、火気に十分注意を行って下さい。コース・ルート途中におけ



る燃料補給は認められません。この場合は、リタイヤとみなしますので競技を終了して

下さい。 

19.章典 

    参加台数に応じて主催者が入賞者数を決定し、大会当日に発表する。 

20.装備 

    ・ヘルメット MFJ 公認ヘルメットをご使用下さい。 

    ・ブーツ オフロードブーツ着用。 

    ・ウェア 動きやすく丈夫な物。膝・脛当て等を装着して下さい。 

    ・グローブ オフロード走行に適した物 

    ・ゴーグル ガラスレンズは使用不可 

    ・給水装置 推奨いたします。キャメルバック等をご用意下さい。 

     ※ティアオフは環境保護の観点から使用禁止。ロールオフ等で持帰り可能な物をご使用下

さい。 

21.ペナルティー 

    ・他の車両に危険を及ぼす行為（幅寄せ、押し出し）、著しい進路妨害（ジグザグ走行、足 

だし）については、呼出しを行い事情聴取後裁定する。 

    ・テープカットした場合は、その場でテープの補修を行い、再コースインして走行を開始す

る。補修無き場合は、リタイヤとする。 

    ・サイレンサーの脱落等の車両不調が起こった場合は、速やかにピットインし修理補修を行

う。修理補修が不可能な場合はリタイヤとする。 

22.抗議 

    成績についての抗議は、暫定発表時刻から 20 分間の間に大会本部に申し出て下さい。ま 

た、競技中の抗議についても、大会本部へ当該競技者が直接、「いつ・どこで・どの様な事」 

が発生したかを申し出て下さい。 

23.救護体制 

 

    搬送先医療機関 

     ・安芸太田病院       広島県山県郡安芸太田町下殿河内 236 

      （会場より約 30 分）   TEL 0826-22-2299 

     ・大朝ふるさと病院     広島県山県郡北広島町新庄 2147-1 

      （会場より約 60 分）   TEL 0826-82-3900 

 

24.入浴・宿泊施設 

 

    ・いこいの村広島   http://www.ikoi-hiroshima.jp/ （最寄り） 

    ・グリーンスパつつが http://greenspa-tsutsuga.jp/ （戸河内 IC 付近） 

    ・温井スプリングス  http://www.nukui-sp.com/  （加計温井ダム付近） 

25.大会運営・競技内容に関するお問合せ先 

    〒731-3502 広島県山県郡安芸太田町津浪 29 

あさやま工業㈱内 松原観光管理部  

エンデューロ ブラックバレー広島 

            TEL 080-8985-5580 FAX 0826-23-0127 

            メール white-edr@iris.ocn.ne.jp 

http://www.ikoi-hiroshima.jp/
http://greenspa-tsutsuga.jp/
http://www.nukui-sp.com/
mailto:white-edr@iris.ocn.ne.jp


    〒729-3102 広島県福山市新市町相方 2472 

            ＢＥＲＥＸ ビィレックス 内 

            ＭＦＪ中国地区 エンデューロ部会 

            TEL 0847-44-0036 FAX 0847-44-0562 

            メール beike@themis.ocn.ne.jp 

 

注意事項 

 

・駐車スペースは必要台数を想定しておりますが、あまり余裕がないためタープ・テント等を

張る場合は駐車スペースを考慮して下さい。また、入場順で駐車して頂くため、場所取り等

は控えて頂きますようお願いします。 

 

・会場内は他のスポーツ施設(広島クエスト)と併用しているため、進入通路・出入口の確保を

しておりますので、支障が出ると判断された場合は車両等の移動をお願いすることがあり

ますのでご了承ください。また、スポーツ施設付近での観戦については他のお客様にご配

慮頂きますようお願いします。 

 

・大会中の怪我等につきましては、速やかに近隣のスタッフまたは本部へ連絡してください。 

 

 

◎新型コロナウイルス感染対策において下記の内容にご協力をお願いします。 

新型コロナウイルス感染防止について 

 

・大会当日のレース以外で受付・ブリーフィング・表彰等の際は、マスクを必ず着用して頂

き、一定の間隔をあけて行動して頂くようお願いします。 

 

・会場受付の際に、体温チェックを行いますが、平熱より明らかに高い体温の場合は出走を辞

退して頂きますのでご了承ください。 

 

・宿泊施設及び入浴施設につきましては、感染対策により制限がある可能性がありますので、

あらかじめ各施設に確認をして頂きますようお願いします。 

 

・エントリー後、レース前に体調が悪くなった、感染の疑いがある場合はキャンセルを受け付

けます。但し、大会開催維持費等に係る経費を差引いた１０，０００円を返金致しますので

大会事務局までご連絡をお願いします。 

 

・観戦のみでの参加は、出来る限りご遠慮ください。 

 

・レース以外で過度に密集することが無いよう、配慮をお願いします。 

 

mailto:beike@themis.ocn.ne.jp

