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大好評のマルチイベント「ダートプレックス」のシーズンファイナル。新しい
仲間が増えるように、今回もエントリー費を極力安くしてがんばっています。
新コンテンツ「チームスプリント」にもぜひエントリーを!
大会名 第 3 回 ダートプレックス
開催日 2013 年 11 月 10 日(日曜日)
主 催 北海道オフロードパーク / フリーライドデイ北海道実行委員会
会 場
事務局・参加申込受付
北海道オフロードパーク 北海道千歳市泉沢 1719 番地
電話 0123-28-3390 FAX 0123-28-3391 担当 : 山田
E メール yamada@hopmx.com
参加申込方法
参加申込用紙に必要事項を記入の上、事務局まで FAX または郵送してください。
または必要項目を E メールで送信のこと。エントリー費は、当日受付でお支払く
ださい。参加申込締切は 11 月 6 日(水)。トランスポンダーを使用し事前にデー
タ登録が必要になるため当日受付は行ないません。ご理解、ご協力をよろしくお
願いします。(期日後のエントリーはレイトフィー\2000 要です。ただし 11 月
8 日(金)12:00 まで。以降は受付できません)

オンライン申し込みはこちら

http://form1.fc2.com/form/?id=528554

エントリー費用
イージークロス

1名1台

\3500

ビンテージモトクロス

1名1台

\3500

チームスプリント

1 チーム(2-3 名)\3500

XC 90min

1 名チーム

\3500

2 名チーム

\5500

3 名チーム

\7500

※XC90min およびチームスプリントにエントリーしている場合、イージークロ
ス・ビンテージ MX には、\1000 で追加エントリー可能です。
スポーツ安全保険掛金

\1850

1名

(年度内有効)

*すべて当日受付でお支払い

★すでにスポーツ安全保険に加入済みの方へ!
フリーライド・デイ in HOP 2013、エリアワン 2013 シリーズ、ダートプレックス(4
月・8 月、HTDE フリーライド)にエントリーし、スポーツ安全保険に加入済みの方は、改
めて加入の必要はありません。エントリー用紙、または Web エントリーの「加入済み」チ
ェック欄に記入をお願いします。
●

なお、スポーツ安全保険に加入しない場合、ご自身で本イベントに有効な他の保険に加
入していなければなりません。

ご注意 :当日お越しにならなかった場合でも、コース使用料、運営経費、保険料(新規加入
の場合)はすでに払い込み済みですので、後日送金していただくことになります。どうぞご
了解ください。
注. レースコンテンツではすべてトランスポンダーを使用します。トランスポンダーは紛失、
破損しないようにしっかりと取り付けてください。万一、紛失・破損した場合には実費の
一部として 1 個に付き 7500 円をご負担いただきますので予めご了承ください。

複数のレースにエントリー希望で、わかりにくい場合は、
HOP 山田までお気軽にお問い合わせください!!

ダートチャレンジ XC 90min

競技内容
HOP 林間コースとフラットダートエリアをつないだ 1 周約 3km のコースを使用した 90
分の耐久レース。一斉スタート(ルマン式=スタート位置は申込順)で、90 分経過後にトップ
のライダーにチェッカーフラッグが振られてレース終了。1 チーム 1～3 名で、ライダー交
代は自由です。
クラス区分
エキスパートクラス(上級) 排気量オープン

1～3 名

FUN クラス(上級者禁止) 排気量オープン

1～3 名

W クラス

女性を含むチーム排気量オープン 1～3 名

A クラス

前後 14 インチ以下

1～3 名

B クラス

2st85cc 以下.4st150cc 以下

1～3 名

ビジネスクラス

スーパーカブ等 *

1～3 名

エキスパートクラスは、ED・MX の IA、IB クラス、北海道 XC の SA、A クラス等を目安
としてください。主催者が上級者と判断した場合等にクラスの移動を行う場合があります。
W クラスは、女性だけのチームが対象です。

注意事項
70 分を過ぎるとピットイン・ピットアウトできません。
表彰
参加台数により、1～3 位まで表彰します。
※A・B・ビジネスは混合表彰する場合があります。(各クラス 3 チーム以下の場
合)

チーム・スプリント
1 チーム 2～3 名でエントリーしてください。1 周約 3km のコースを使用。1 周毎に必ず
ライダー交代をして、計 8 周し、その着順を競うリレー形式のレースです。
*トップにチェッカーが振られるとレース終了で次の周回に入ることはできません。
*トップがチェッカーを受けてから 10 分以内にゴールしないとその周回はカウントされま
せん
クラス区分 (ホイールサイズ別)
フルサイズクラス

F21 インチ以上+R17 インチ以上

スモールクラス

F20 インチ以下+R16 インチ以下

表彰
参加台数により、1～3 位まで表彰します。

イージークロス＋ビンテージモトクロス
競技内容
HOP のフラットダートエリアに特設した比較的フラットでギャップの少ない「イージー
MX コース」を使用した、スプリント的なモトクロスです。ビンテージバイク、小さいバイ
ク、ビジネスバイクでもバトルを楽しめるコースにします。
決勝 2 ヒートを行い、合計順位を競います(同点の場合 2 ヒート目の上位を優先)
レースの流れ
公式練習(5 分) → 決勝ヒート 1 → 決勝ヒート 2
※決勝はそれぞれ 5～6 周を予定。
クラス区分
エキスパートクラス(上級) 排気量オープン
FUN クラス(上級者禁止) 排気量オープン
W クラス

女性・排気量オープン

A クラス

前後 14 インチ以下

B クラス

2st85cc 以下.4st150cc 以下

ビジネスクラス

スーパーカブ等

ビンテージ・ツイン

ツインショック(年式問わず・自称ビンテージ可)

ビンテージ・モノ

リアが 1 本サス(年式問わず・自称ビンテージ可)

エキスパートクラスは、ED・MX の IA、IB クラス、北海道 XC の SA、A クラス等を目安
としてください。主催者が上級者と判断した場合等にクラスの移動を行う場合があります。
注意事項
参加台数により混走のクラスありますが、「エキスパート」と「ビンテージ」は、
原則として独立したヒートとします。(2 台以下の場合は混走を実施する場合があ
ります)
表彰
参加台数により、1～3 位まで表彰します。
※A・B・ビジネスは混合表彰する場合があります。

タイムスケジュール
8:30～9:00

受

付

9:15

ライダーズミーティング

9:30

チームスプリント スタート

10:30

チームスプリント終了

10:40～11:00

イージークロス・ビンテージ公式練習

11:10～11:40

イージークロス 決勝ヒート 1
ビンテージ

12:30～13:00

決勝ヒート 1

イージークロス 決勝ヒート 2
ビンテージ

決勝ヒート 2

13:30～

XC90min

スタート

15:00

XC90min

チェッカー

15:30

表彰式・全日程終了!

※当日のコンディション・進行状況によって変動する場合があります

