SE-E 第 3 戦【Rock on！成田】開催要項
開催日：7 月 3 日
開催地名称：成田モトクロスパーク
開催地住所：〒287-0236 千葉県成田市津富浦１１９−１
主催：Rise&Ride
●事務局からのお願い
下記内容を必ず一読し、理解した上でエントリーして頂くようお願いします
入力の際、エントリー内容に誤りが無いか充分確認しながらのエントリーをお願いします
エントリー後に間違えに気が付いた場合、エントリーサイトより再度エントリーするので
はなく、お手数でも大会事務局までご連絡頂くようお願いします
エントリー締め切り後のキャンセルはエントリー料金の 30％をご負担ください
限りあるエントリー枠を多くのライダーに使って頂くため、ご協力をお願いいたします
●保険について
全クラスのライダーは必ず SE-E 保険又は CrossMission ID（イベント保険は対象外）に加
入して頂きます
※SE-E 保険とは、2022 年 4 月 1 日午前 0 時から 2023 年 3 月 31 日午後 12 時まで有効の
スポーツ安全保険をベースとした団体傷害保険です
未加入と判断された場合は当日でも出走は認められません
2022 年 4 月以降に開催された SE-E 保険を使ったレースに申し込み又は出場した方は加入
済となります（日野ハード ED、SUGO アタックエンデューロ SE-E シリーズ、Y2-ED な
ど）
今回この保険に加入を希望される方は、エントリー時にエントリーフォームより加入でき
ますので、SE-E 保険加入を選択した上でエントリーフィーに保険料をプラスして振り込み
をお願いします
●募集クラス
【SE-E クラス】 90 分+計測時間 15 分 ￥11,500 定員 60 名
成田 MX パークの A 面（MX 本コース側）をフルに使ったクロスカントリー
今回のレース用にリニューアルする特設のエンデューロクロス（EDX）のセクションが含
まれます
中級以上であれば周回はできるけど、速く走るのは難しい
成田夏祭りのヒヨコクラスよりは優しい設定
EDX のセクションも優し目を予定しています

上位のライダーで 1 周 14 分ほど EDX の区間 2 分弱くらいを目指しています
SE-E クラス内にて下記 2 クラスを対象とし別表彰としますのでエントリー時にお申込みく
ださい
・ミニモトクラス
・ウーマンクラス
※このクラスは参加者以外の手助けは禁止となります
※雨が降った場合難易度はかなり上がります
※定員に達した場合、他クラス含めたトータルの台数が予想よりも少なかった場合、追加エ
ントリーを受け付ける可能性もあります
【勝ち抜きエンデューロクロス】 ￥3,000 定員 15 名
特設のエンデューロクロスのコースを使ったレース
予選 5 名：2 周×3 組
決勝 B 予選各組 3～5 位の 9 名 ：3 周
決勝 A 各組上位 2 名の 6 名 ：3 周
※エントリー数が予想に対して著しく少なかったり多くなりそうな場合、多少のフォーマ
ット変更もあり得ますので予めご了承ください
【エンデューロクロス女子】 無料 ※SE-E、電動運動会にエントリーの選手に限る
難易度を下げて 2 周
【電動運動会】 30 分 ￥3,000 定員 20 名
難所はなし。初級向けのさわやかなクロスカントリー（雨天時は除く）
車両は電動であれば OK。電動バイクのレンタル車両を用意できるように考えています
（詳しくは決まり次第 SNS 等でお知らせします）
30 分経過後にトップにチェッカー。そこから 5 分間集計対象
●ゼッケンとスタート順について
ゼッケン番号は入金順にて決定します
ゼッケン番号順で 10 台 1 列ずつのスタートとなります
ゼッケンは当日の受付にて配布されます
SE-E クラスは前 1 左右 2 か所、その他のクラスは前のみのゼッケンとなりますので、ゼッ
ケンを貼付けできるスペース（縦 12cm×横 18cm）の確保をお願いします
スターティンググリッドに並ぶ際は自分が何列目なのか把握して列が呼ばれたらスムーズ
に並べるようご協力をお願いします
エンジン停止、日章旗の合図と共にキック又はセルなどによるスタートとなります

●出場可能な車両について
オフロード走行が可能で他人に迷惑をかけないよう整備された車両であれば特に制限はあ
りません
サイレンサーが明らかに消音機能を果たしていない場合はその出走を取りやめて頂く場合
がありますので事前に充分な整備をお願いします
また出走中でも明らかにうるさい場合は途中でやめて頂く場合がありますのでご注意くだ
さい
タイヤ規制はありませんが表面に金属などの鋭利な物が付いているものは禁止です
ミニモトクラスの車両規定はホイールサイズがフロント 19 インチ、リア 17 インチ以内
の車両が対象となります
●ライダーの装備に関して
ジェットヘルメットは OK ですが、自転車用のヘルメットは絶対に使用しないでください
ウエアは T シャツなどの半袖は禁止、必ず長袖を着用してください
スニーカーなど安全に配慮されていないと判断されるものは禁止とします
必ずオフロード用ブーツを履いてください
●観戦について
観戦は徒歩での移動のみになります
小さいお子様連れの方はコーステープ沿いには近づかずお子様の安全を常に確保しながら
観戦して頂くようお願いします
会場内、駐車場スペースが限られるため観戦者の駐車場が確保できるのか確定していませ
んが、離れた道沿い（ソーラーパネル横）に 20 台分ほど用意できるように考えています
●注意事項
駐車スペースは必要台数分確保してありますが余裕がありません
タープやテントなどを張る場合には駐車スペースには張らないようお願いします
大会中、または会場までの往来中に怪我をした場合は速やかにお知らせください
後日怪我の悪化が認められても連絡が無かった場合保険適用外となる場合があります
●新型コロナウイルス感染拡大防止に対するご協力とお願い
イベント参加前に体調不良、通常時よりあきらかに平熱を超える熱が出た場合は必ず PCR
検査を実施し陰性を確認してから参加するようお願いいたします
トイレの前に消毒液が設置してありますのでご自由にお使いください
うがい、手洗いなど、参加者自身で対応できる感染防止対策はすべて実行して下さい

走行中、飲食中以外はマスク着用等、咳エチケットの徹底をお願いします
使用済マスク、ティッシュ等の持ち帰りにご協力ください
発熱が無くても体調のすぐれない方は参加をお控えください
車内テント内等による密閉された空間による複数人での会食等はご遠慮ください
イベント終了後 14 日間以内に新型コロナウイルスへの感染が認められた場合は速やかに濃
厚接触者と思われる方に連絡をしてください
海外渡航歴や濃厚接触者の待機期間等に指定された方は厚生労働省 「新型コロナウイルス
感染症について」をよくお読み頂き行動制限など必ず守るようお願いいたします
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
●誓約
⚫

不可抗力や天候などの理由により大会が中止になった場合、1 エントリー料金の 30％
と振込手数料を差し引いた金額を参加者に返金するものとする

⚫

大会中に被った死亡を含む一切の怪我や被害は大会側にその非があったとしてもその
責任を問わない事とする

⚫

会場の備品や建物を破損してしまった場合はその全ての被害をその者が弁済するもの
とする

⚫

未成年のエントリーは保護者の同意を得たものとする

⚫

レース中、出場者が被写体になり撮影された画像をオフロード業界貢献に使われる場
合に限り雑誌やネット、新聞等に掲載される事を認可するものとする

⚫

参加費用は自己都合による返還請求をしないものとする
【エントリーした者はこの全ての項目を理解し同意誓約したものとします】

●参加申込 （エントリー受付期間 6 月 6 日 20 時 ～ 6 月 20 日）
【SE-E クラス】

https://ws.formzu.net/dist/S19564040/

【勝ち抜きエンデューロクロス】https://ws.formzu.net/dist/S37283978/
【電動運動会】

https://ws.formzu.net/dist/S72597826/

※エントリー後のライダー変更は 6 月 21 日までとなり、それ以降のライダー変更は受付
できませんのでご注意ください

●スケジュール

受付

8:00-9:00

ライダースミーティング

9:10

勝ち抜きエンデューロクロス

9:40-11:40

電動運動会

12:40-13:30

SE-E クラス

13:50-15:40

電動・SE-E 表彰式

16:00

＜レース主催運営＞
Rise&Ride
代表 渡曾修也
〒273-0114
千葉県鎌ケ谷市道野辺 1033-7
TEL 047-402-6021
mail:info@riseandride.net
https://www.riseandride.net/

＜エントリー事務局＞
Enduro Planning
代表 栗田 武
〒183-0034
東京都府中市住吉町 1-80-1
リーベスト府中 207 号室
TEL 080-1171-6504
FAX 042-306-7382
mail：planning@hardenduro.jp

