
Dear participants, 

 

Thank you for participating in Audax Kinki Brevet. 

My name is Konishi, the person in charge. 

Unfortunately, I can't speak English, so I will write down the notes here. 

 

First of all, you will need a participation application form, 2 front lights, 1 rear light, 1 helmet 

taillight, a bell, and a reflective vest. 

The start will be at 6:00. please note. 

At the photo control, you will be asked to take a photo and present it at the finish reception. 

Please be careful not to forget to take a picture. 

Photo Control 3 (360.8km) (Zanpamisaki) may be difficult to find in the dark, but please do 

your best to find it. 

At each point control, please make a purchase, obtain a receipt, and enter the time on the 

brevet card. 

At Secret Point (207.7km) (Oku Kyodo Shop), take your shopping receipts. If the shop is 

closed, please take a picture of the shop. 

Point Control 4 (475.5km) At Ogimi Sky Terrace, enter the store and enjoy your meal. The 

store opens at 11:30. If you arrive earlier than this, please take a picture of the bike and the 

store. 

All receipts must be presented at the finish reception, so please be careful not to lose them. 

The finish reception will be held on the 1st floor of the hotel, but it will be from 17:00 to 22:00 

on February 25th. If you finish before that, please adjust your time. 

If you have any other questions, we look forward to hearing from you. 

 

We are looking forward to seeing you on the day. 

 

 

 

:*supplement 

 

Cue Sheet No.24 The road is rough. Be careful as there are holes and peeling 

NO.31 There is an eat-in space on PC1. 

NO.33 There is a cafeteria and a shop where you can replenish your supplies. 

NO.34 There is a cafeteria and a shop where you can replenish your supplies 

NO.35 Secret Oku Kyodo Branch closes around 6:00 pm. If the store is closed, please take a 



photo of the bike and the store  

NO.49 Many people return to the hotel, take a nap, and depart again around 4:00, so please 

refer to it. 

NO.60 Photo-Control 3 It's dark and hard to find the object. If you can't find it, anything is 

fine, so please take a picture with your bike. 

NO.74 Photo-Control 4 Again, if you don't understand the object, please take a picture of the 

bicycle and something else. 

NO.90 There is a slope of up to 15%. 

NO.94: PC4 opens at 11:30. If you arrive before the store opens, please take a photo of the 

bike and the store. I'll be waiting here from 11:30 to 13:30. 

NO.103 The road is rough. There are holes and peeling, so be careful. 

NO.118 There is a maximum slope of 13%. 

NO.124 FINISH Only 3 people can enter the hotel lobby, which is the reception desk. If it is 

crowded, please wait outside. 

Please have your brevet card, each receipt, and a photo ready. 

600km certified medals are sold for 1,000 yen. 

 

 

Audax Kinki 

Kazuya Konishi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

参加者各位 

 

オダックス近畿のブルべに参加いただき有難うございます。 

担当の小西と申します。 

生憎英語が話せないのでここに注意事項を記載させていただきます。 

 

まず出走にあたり参加申込書、フロントライト 2 個、リアライト 1 個、ヘルメット尾灯 1

個、ベル、反射ベストが必要になります。 

スタートは６：００になります。ご注意ください。 

フォトコントロールでは写真を撮っていただきフィニッシュ受付で提示していただきます。

撮影忘れの無いように気を付けてください。 

フォトコントロール３（360.8km）（残波岬）は暗い時間で対象物が見つけにくいとは思い

ますが頑張って探してください。 

各ポイントコントロールでは買い物をしてレシートを取得しブルべカードに時間を記入し

てください。 

シークレットポイント（207.7km）（奥共同店）では買い物をしたレシートを。閉店してい

る場合は店の写真を撮影してください。 

ポイントコントロール４（475.5km）大宜味スカイテラスでは店舗に入店し食事を楽しんで

ください。店の開店は１１：３０です。これより早く到着している場合は自転車と店舗の写

真を撮影してください。 

すべてのレシートはフィニッシュ受付で提示していただきますので紛失の無いようにお気

を付けください。 

フィニッシュ受付はホテルの１F で行いますが 2/25 の 17 時から 22 時までになります。そ

れ以前にフィニッシュした場合は時間を調整してお越しください。 

その他質問があれば連絡をお待ちしております。 

 

当日お会いできることを楽しみにしております。 

 

 

 

:＊補足 

 

キューNO.24 道が荒れています。穴や剥がれがあるので注意が必要です 



NO.31 PC1 にはイートインスペースがあります。 

NO.33 食堂やショップがあり補給ができます 

NO.34 食堂やショップがあり補給ができます 

NO.35 Secret 奥共同店は１８：００ごろに閉店します。閉店している場合は自転車と店

舗の写真を撮影してください  

NO.49 多くの人は HOTEL に戻って仮眠して４：００ごろ再出発されますので参考にし

てください。 

NO.60 Photo-Control 3 暗くて対象物が見つけにくいです。見つからなかったら何でも

いいので自転車と撮影してきてください。 

NO.74 Photo-Control４ ここでも対象物が分からなかったら自転車と何かを撮影してき

てください。 

NO.90  最大１５％の斜度があります。 

NO.94 PC4 の開店時間は１１：３０です。開店前に到着した場合は自転車と店舗の写真

を撮影してください。私はここに１１：３０から１３：３０まで待機しています。 

NO.103 道が荒れています。穴や剥がれがあるので注意が必要です。 

NO.118 最大１３％の斜度があります。 

NO.124  FINISH受付である HOTEＬロビーに入れるのは 3 人までとし混んでいる場合は

いったん外でお待ちください。 

ブルべカード、各レシート、写真をご用意ください。 

600ｋｍ認定メダルは 1000 円で販売しています。 

 

 

オダックス近畿 

小西一矢 

 


