
 

 

 

 

 

 

●受付･ブリーフィング･スタート 

受付場所の高塚公園の利用は、占有ではなくあくまで「一般利用」

です。他の利用者とのトラブルはくれぐれも避けてください。 

新型コロナ感染拡大防止のため受付からスタートまでの間はマス

ク着用をお願いします。また PC や通過チェックで店舗利用をする際

もマスクを着用ください。受付時には事前に携帯用アルコール消毒

で手指の消毒を行ってください。 

受付では参加申込書（参加誓約書）を提出し､ブルベカードを受け

取ってください。ブルベカードを受け取ったら必ず氏名･住所を確認

してください。 

ブリーフィングでは､ローカルルールやコースを説明します。各自

でキューシートやマップ、筆記用具等を必ずご用意ください｡ 

その後スタッフの車検と装備チェックを受けてからスタート時刻より

順次出走ください。 

スタート後、１０人以上の集団にならないよう、特に注意して走行し

てください。 公道を走りますので、他の車・歩行者等に迷惑をかけな

いよう心がけてください。 

●ルートマップ･ブルベカード･コントロールポイント（ＰＣ） 

ルートマップ、キューシートはオダックス近畿のｗｅｂサイトから各自

ダウンロードしてご利用ください。当日の配布は行いません。 当日

受付でお渡しするブルベカードにはコントロールポイント（ＰＣ）の位

置と距離､オーブン＆クローズの時刻が記載してあり､それに各ＰＣで

到着時刻を記入し、サインをスタッフにしてもらいます。カードが濡れ

ないように､マップケースや防水のカードケース等をご用意ください。 

●装備・補給 

装備は、実施要項に準じます。ヘルメット、反射ベスト等、ライト（２

灯以上推奨 点滅のみは不可）、尾灯（点灯可のもの。点滅のみは不

可）は義務です｡また、新型コロナ感染拡大防止の観点より携帯用の

マスクを持参ください。 

集合場所には売店はありません。近くのコンビニなど必要な方は、

事前にご利用ください。ＰＣはコンビニに設置しています。ルート上に

も多数あります。（店舗利用の際にはマスク着用をお願いします） 

●通過チェック・リタイア・フィニッシュ 

ＰＣの通過時間をご自身で記入の上、スタッフにサインをもらってく

ださい。ＰＣ、通過チェック、ゴールは、コンビニのレシートで通過チェ

ックをします。有人 PC もしくはゴール受付でスタッフがレシートをもと

に PC 到着時間を確認しますので、レシートを無くさないようにしてく

ださい。 

リタイアした場合、最寄りの公共交通機関を利用して帰宅してくだ

さい。主催者による回収は行いません。 リタイアの場台は、本部携

帯電話に必ず連絡（リタイア理由、場所、時刻、リタイア後の行動）を

入れてください。※本部携帯電話番号はイベント当日受付時にお渡

しするブルベカードに記載しております。 

ゴール地点は「デイリーヤマザキ西神工業団地店」です。レシート

を取得後、「マクドナルド西神中央店」へ移動してゴール受付を行っ

てください。（上記マップ参照）｡  

BRM918 近畿 200km 神戸西 タイムテーブル 

6:30～ 

（7:00～） 
受付（高塚公園・右図参照） 

6:45～ 

（7:15～） 

ブリーフィング 

車検・装備チェック 

7:00 

（7:30） 
順次スタート 

7:30 

(8:00) 
スタート地点クローズ 

随時 
通過チェック （ローソン姫路飾東豊国店） 

レシートチェック 

8:48－11:04 

(9:18－11:34) 

ＰＣ１ （ローソン神崎南インター） 

レシートチェック 

9:44－13:12 

(10:14－13:42) 

PC２ （ローソン西脇上戸田） 

レシートチェック 

随時 
通過チェック （ローソン篠山安田店） 

レシートチェック 

11:34－17:20 

(12:04－17:50) 

ＰＣ３ （エポック高平） 

レシートチェック 

12:53－20:30 

(13:23－21:00) 

フィニッシュ（デイリーヤマザキ 

西神工業団地店）右図参照 

12:53－21:30 ゴール受付（マクドナルド西神中央店） 

 

 

オダックス近畿主催  
公式ブルベ参加案内 

このたびはＢＲＭ918 近畿 2００ｋｍ（神戸西）ヘのお申し込み、ありがとう
ございます。当日受付では参加申込書（参加誓約書）を提出の上、ブル
ベカードを受け取ってください。 
どうぞ実施要項を熟読の上でご参加ください。 

・・現地までのアクセス・・ 
●輪行の場合 神戸市市営地下鉄 西神中央駅 

●車の場合 山麓バイパスで西神中央方面、もしくは阪神高速北神戸線

7 号 前開出口から西神中央方面へ 

   公園横に有料駐車場がありますが、8 時から 18 時までしか使用できま

せん。 西神中央駅そばのショッピングセンター プレンティもしくはダイエ

ーの駐車場が 5:00－25:30 まで利用可能ですが、あくまで買い物客用の

駐車場ですので、利用の際には配慮いただくようお願いいたします。 

【ご注意ください！】ブルベは走行距離・時間が長いため、確実に前方を照らすライトの装備が必要です。 ライトの無い

方、フラッシュライトタイプのみの方は出走できません。  必ず注意事項をご覧ください。 

受付・ｽﾀｰﾄ地点 

（高塚公園内） 

駐車場 

ゴール地点 

デイリーヤマザキ 

西神工業団地店 

ゴール受付 

マクドナルド 

西神中央店 

※ＰＣ及びフィニッシュの時間は、それぞれの開設時間です。 

  （）内の時間は 7 時半スタートの時間です。 

 



BRM918 ロードブック 

コースを走るにあたり、ブリーフィングの内容を簡単にまとめてい

ます。 参考にしてください。 

 

 

１、 車の渋滞を招くことにもなりますので、１０人以上の集団に

ならないように注意してください。また集団で走ると、事故の

原因にも繋がります。特に注意してください！ 

２、 スタート地点の高塚公園から工業団地を抜けると（1.6km 地

点・高塚台7北）、片側2車線の道路になります。 左折して

道なりに進んでください。  

３、 「五軒家」（12.9km）交差点で右折です。 その後道なりに 65

号線を進み、34.2km 地点が通過チェックです。 交差点の

手前左側にローソンがあります。 レシートを貰ってください。 

交差点から見ると広い駐車場の奥に店があります。 手前に

大型トラックが止まっていると店舗が見えにくいので、ご注意

ください。  

４、 通過チェックを越えて、300m 進むと、「豊国南」の交差点へ。 

道なりに左前方に進み、国道372号線へ。 

５、 播但自動車道の高架の手前を右折。右折する角の右手前

にガソリンスタンド跡があります。 

６、 福崎南ランプの交差点（47.1km 地点）まで、播但自動車道

に沿って走ります。 キューシートに従って走行ください。 特

に37.4km以降39km地点までは下りでスピードを出せます

が、アスファルトの状態は悪く、一車線道ですので十分に注

意して走行して下さい。  「福崎南ランプ」を左折し、次の信

号（47.2km地点）を右折します。 ここから、中国自動車道の

高架を越え、23 号線を越えるまで（48km 地点）までは渋滞

している可能性があります。 注意して進んでください。 

７、 「辻川」（48.6km）からは312号線を走り、60.7km地点左側に

PC1ローソン神崎南店があります。  

８、 「神崎総合病院前」 （61.9km）で右折し312号線から県道8

号に入ります。 68.1km 地点で右折して登っていきます。直

進すると 367 号線に行ってしまいますので、注意して下さい。 

69.9km地点で標高367mの峠です。 峠を越えると870mの

トンネルがあります。 

９、 「寺内」（76.3km）で右折し、427 号線に入ります。 「上戸田

南」（92.3km）までそのまま 427 号線を走ります。 「上戸田

南」で左折し、175 号線を 500m 走ったら「上戸田」で右折し

566 号線に入るとすぐに PC2 ローソン西脇上戸田店です。 

レシートを貰ってください。 

１０、 「鹿野東」（94.2km）で右方向に進みます。 566 号線をその

まま走ることとなります。「上鴨川」（100.5km）まで 566 号線で

す。 「上鴨川」で左折し372号線に入ります。 

１１、 「古市」（111.8km）まで 372 号線をはしり、「古市」で左折し、

176号線に入ります。 「羽賀野」（112.9km）で372号線に変

わります。 そのまま 372 号線を走り、「安田西」交差点

（130.9km）にあるローソン篠山安田店が通過チェックです。

レシートを貰ってください。 次の PC3 は小さな雑貨屋のよう

なところですので、本格的な補給やトイレはここで済ましてお

いて下さい。 

１２、 通過チェックを出たら着た道を引き返します。 「日置北」

（136km）を左折し、県道12号に入り、その後峠越えがありま

す。城東トンネルを越えた後、急な下りカーブは注意して走

行ください。 

１３、 142.3km 地点 進行方向左手に小さな郵便局（篠山後川

局）があります。 特に暗くなると見落とし易いので注意してく

ださい。 そこを右折し、県道 37号線に入ります。37 号線は

見通しの悪い細い箇所もありますので対向車など注意くだ

さい。 

１４、  12km ほど走り、高平小学校を超えると、すぐ右側に PC3 

ラポールショップ高平店（旧、エポック高平）（154.9km）があり

ます。 店舗は駐車場の奥・少し登ったところにありますので、

見落とさないようにご注意ください。 

１５、 道なりに37号線を進むと、164.2km地点で「三輪」の交差点

で国道 176 号線と交差します。 左折して下さい。 交通量

の多い国道です、注意して走行して下さい。  

１６、 「日下部」（168.8km）で右折し県道38号線に入ります。 この

交差点は交通量が多いので、横断歩道を横断して下さい。 

すぐに「日下部西」の交差点があります。 5 差路になってい

ますが、右前方に進んで下さい。 

１７、 「御坂東」（190km）まで県道 38 号線を進んで下さい。 比較

的走り易い道ですが、路肩が狭いところもあり、交通量もそ

れなりにあります。 

１８、 「御坂東」で左折し、県道 85 号に入ります。 道なりに進み

191.5km 地点の信号「三津田」で右折し、笠松峠まで上りま

す。 笠松峠を越え下りが続きますが、峠から 1.2km 地点 

人家が見えるあたりで左側からの道から出てくる車が結構あ

りますので、注意して下さい。 

１９、 そのまま下ると、195.5km 地点「西盛口」交差点です。 急坂

で、信号渋滞している場合がありますので注意して下ってく

ださい。 そのまま直進し、緩やかな下りを「高和橋」

（198.4km）まで走り、左折し、65号線に帰ってきます。 

２０、 「高塚台７北」（199.8km）まで緩やかに上り、右折します。 

201.2km 地点まで進み左折します。 交差点を越えて信号

を渡り、歩道を走るほうがゴール地点に入りやすいです。 

お疲れ様でした。 

２１、 ゴール受付は１．１km 先のマクドナルド西神中央店です。

PC、通過チェックのレシートを携帯し、ブルベカードを提出

してください。 

道中、体調不良になった方は、決して無理をせずリタイヤする判

断をしてください。 

ブルベはレースではありません。競い合ったりせず、全てにおい

て自己責任のもと、余裕を持って自転車に乗ることを楽しんでく

ださい。 

 

 

 

 

 

 


