２０１８高田島ツーリングトライアル
高田島は、福島県双葉郡川内村第一区行政区の昔々の呼び方です。今では地図にも載っていません。地域と接し、いっ
しょに地域の皆さんとトライアルライダーの触れ合いをメインテーマに、ツーリングトライアルを開催します。

大会開催日

西暦 2018 年（ 平成 30 年 ）11 月 4 日（日）

主催

自然山通信（MFJ ネットワークショップ・公認主催者）

会場

福島県双葉郡川内村第一区集落一帯

受付期間

西暦 2018 年（ 平成 30 年）9 月 10 日（月）から 10 月 20 日（土）

募集台数

参加 50 台を上限とします。

大会事務局

〒979-1201 福島県双葉郡川内村十八窪 508-2

（申し込み書

自然山通信

・送付先）

Tel & Fax 0240-39-0377 / 携帯 090-6149-0402

申し込み方法

大会要綱を熟読し、参加申込用紙に必要事項をもれなく記入し、現金書留にて参加申込書と参加料

西巻裕

を一緒に大会事務局へご郵送いただくか、下記口座にお振り込みのうえ、参加申込書を FAX、郵送
にてご送付下さい。振り込み名義は申し込みご本人と照合ができるようお願いします（漢字の読み
がむずかしい方、同姓同名の多い方などご注意ください。ご家族など他人名義でのお振込みやご本
人と特定できない入金は未処理のまま放置されることがあります）。
振込先

① ジャパンネット銀行：本店営業部（001）・普通 4369249/口座名義：ユ）シゼンヤマツウシン
② 楽天銀行ワルツ支店（204）・普通 7019926 ユ）シゼンヤマツウシン

参加資格

公道を走行しますので、出場車両に該当する運転免許を所持していることとと、高田島ツーリング
トライアルは MFJ 承認競技会として行われ、別途 MFJ ライセンス（競技ライセンス・MFJ エン
ジョイ会員等）が必要となります。MFJ ライセンス所持者以外の方の参加はできません。MFJ ラ
イセンスの取得は、http://www.mfj.or.jp/ 内 http://bit.ly/OF84mN にておこなってください。す
ぐに仮ライセンスが発行されますので、参加申込前までにライセンスを取得ください。MFJ の競技
役員・ピットクルー A などのライセンスをお持ちの場合、ライセンスに「承認可」の表示が記載さ
れている必要があります。これはスポーツ安全保険への加入の有無を表示しているものです。保険
の加入は、大会の開催責任上の制度ですので、ご理解ください。MFJ ライセンス会員以外の大会参
加、コース・セクション走行はできません。

参加マシン

公道を走れるトライアルマシン限定。願わくば、顔が見える装備でおいでいただければ幸いです。

競技内容

相互採点方式の MFJ ルールです。セクション内のタイム規制は行いません。セクションは基本的
に同一セクションで、マーカー規制を通過することで減点ではなく加点となる「かわうち方式」を
採用しています。失敗は 5 点でなく 4 点と数えます。クラス分けはありません。

かわうち方式

テープで区切られたセクションは、いたって初心者向けに作られています。少し上手な人が、片手
で走れるレベルを目安にしています。ひとつのセクションには 2 ヶ所ずつのマーカーがあります。
ご自分が走れるマーカーを走ってください。ゲートの難度は一定ではありません。セクションでは
いつものとおりに採点し、ほかに、ゲートをいくつ通過したかをチェックします（5 点になってか
ら通過したゲートの数は数えません）。

参加料

8,000 円（軽くお昼ご飯を用意いたします）

保険

参加者は、MFJ のスポーツ安全保険に加入となります。

※いったん納付された参加料は、理由の如何を問わず返金いたしません。
※車検は行いません。参加者自身の責任において十分整備を行い参加してください。

高田島ツーリングトライアル競技規則
1． 競技
a. 競技は MFJ ルールの相互採点方式で行われます。セクション内でのタイム規制はありません。
b. セクション間の移動は 2〜5 名程度の人数で、組み合わせは自由とします。個人で参加される方は事務局で組み合わせを行います。安全の確保のために、おひとりでの走
行はご遠慮ください。
c．コースは 30km ほどです。途中、トランポに戻って給油ができるようコース設定をします。燃料不足にならないようご注意ください。
d. 競技は 20〜25 セクションで行います。セクションはやさしめ。コースは初心者大会レベルとしては少しむずかしめです。
e. 各セクションに 2 ヶ所ずつのゲートマーカーを設けました。ご自分がクリーンできると自信のあるゲートを通ってトライしてください。
f. コースは公道でない部分もありますが、公道も走りますので、必ず登録、自賠責保険加入でお願いします。未登録、無保険の車両でおいでの際は走れません。
g. スタートは 9 時。グループごとに 1 分間隔でスタートします。14 時半をゴールとします（ただし天候などの状況に応じて、変更の可能性があります）。

2． 参加資格
本大会は MFJ 承認競技会として開催されます。参加される方は何らかの MFJ 会員資格を有し、MFJ のスポーツ安全保険に加入している必要があります。受付時に MFJ 会員
証を提示願います。該当する資格をお持ちでない場合、出走はできません。

3． 参加受理と拒否及び参加料
a． 参加申し込み書を〒979-1201 福島県双葉郡川内村上川内十八窪 508-2 自然山通信西巻裕／Fax：0240-39-0377／nishimaki@shizenyama.com 宛にお送りください。
b． 参加料は参加申し込み書と同封で現金書留で郵送いただくか、指定の口座にお振り込みください。
c． 参加を受理された方には、ゼッケン番号の記載された参加受理証が郵送されます。
d． 参加を受理されなかった場合には、その旨の通知と、いったん納入された参加料から、返送事務手数料を差し引いた残額を返送いたしますのでご了承ください。
e． いったん納入された参加料は、d の場合を除き、理由の如何を問わず返金致しませんのでご同意のうえ申込んでください。

4． 参加者の組み合わせ
参加者は原則 2 人〜5 人１組で申込んで下さい。個人で申し込んだ場合は、大会事務局にて当日組み合わせを行ないますのでその指示に従ってください。6 人以上は進行上、
2 組に分かれていただくことがあります。

5． 保険加入
a.

受理者は、MFJ によるスポーツ安全保険（保険）に加入しています。これを不足と思われる方は、自己の責任において他の傷害保険にもご加入ください。

b.

万一に備え、健康保険証（コピー可）をお持ちください。

6． ゼッケン
事務手続き上、ゼッケン番号を割り振らせていただきます。参加者同士の交流と地元の皆さんへの周知の意味も込め、ゼッケン番号とお名前をマシンに明示しておいてくださ
い。明示のない場合は、当日ガムテープに名前を書いて貼っていただきます。

7． 受付
出場者は、前日もしくは当日朝の指定時間内に受付を行い、登録証、自賠責加入証、運転免許証、MFJ ライセンス、ゼッケン、車両を確認します。車両持参でお願いします。

8． ライダーズミーティング
大会当日の朝、スタート前に開会式の中で行ないます。注意事項の説明や質問を受けますので必ず出席してください。

9． 主催者の責任について
本大会は、次の条件を基に出場者を受け入れます。
本大会の期間中に、出場者自身もしくは関連する物がこうむった全ての損害（死亡・負傷・盗難・事故・火災・天災等々）に対して、その損害が何であれ、主催者は一切の責
任を持たないものとします。事故や損害の発生が、本大会が管理する場面（例：一時車両保管等）であっても、主催者や大会役員、協力者等及び他の出場者に対して、責任追
及や、請求訴訟をしない義務があり、これは、本人（当事者）以外の家族やそれに属する代理人からであっても同様です。また参加者は、本大会主催者の決定を最終的なもの
として受け入れる義務があります。

10．大会の中止に関する規定
大会の進行や存続について、重大な支障をきたす事情が発生した場合には、全員の走行停止、もしくは大会の中止を行なう場合があります。

11．抗議について
いかなる抗議も、全て書面によるものとし、抗議を行なう出場者自身の署名と抗議内容に関するあらゆる詳細事項を記述し、抗議保証金として 1 万円を添えて、大会事務局に
提出してください。実行委員審査会の会議により審査され、実情を十分調査した上で裁決を下します。抗議内容が正当とみなされた場合には、抗議保証金は全額返還されます
が、抗議が受け入れられなかった場合には、保証金は返還されません。いかなる抗議も、大会開催期間外では受付けません。

12．サポートライダー及び見学者
全てのサポート車両等は、許可を受けた場合に限りコースの走行が可能です。全てのサポート車両、ライダー及び見学者のコースの逆走は出来ませんので厳守してください。
万一の事故の際に共済見舞金制度を利用するため、オートバイでのサポート・見学ともにスポーツ安全保険に加入された MFJ 会員に限ります（競技に参加しないサポート、
見学者にライセンスを要求するのもおかしな話かと思いますが、ほかに適切な保険制度を利用する手段がないため、便宜上、MFJ スポーツ安全保険を適用させていただきま
す）。徒歩、四輪車、スクーターなどでの、廃道以外での一般道を利用しての見学はこの限りではありません。ただし入口はいい道で、奥へ行くと U ターンもできなくなるよ
うなところも多いので、廃道への侵入は充分にご留意ください。

13．参加者の肖像権
本大会をビデオやテレビ、写真等の撮影や録音等の対象にすることは、主催者の権限であり、参加者個人の肖像権は主催者に属します。

14．装備
安全性を最優先して、走行中は、ヘルメット、ブーツ、グローブ、長袖長ズボンの服装を着用して下さい。

15．補足事項
大会前日は車中泊が可能です。洋式のレンタルトイレを用意しておきます。食糧、お酒は近所のお店で調達できます。ご希望のものがなかったり、町のスーパーよりはお高い
かもしれないけど、村でのお買い物もお楽しみくだされば幸いです。会場向かいには鈴木商店（AM7〜PM7）があります。魚屋さんなので刺身を切ってもらえます。お菓子や
お肉もあります。香典袋も売ってます。隣には酒屋の遠藤商店もあります（村内にはファミリーマートがあり AM6〜PM10 で営業してます）。最寄りの「町」は小野町（40 分
強）、常葉町（30 分強）、船引町（40 分）などがあります。船引まで行くと、ツタヤもガストもすき家もケンタッキーフライドチキンもあります。マクドナルドは郡山（1 時
間半）まで行かないと、ありません。
2018 年 9 月 10 日

高田島ツートラ参加申込書

申込日

〒979-1201 上川内十八窪 508-2 自然山通信西巻裕／Fax：0240-39-0377 宛

西暦

2018 年

月

日

フリガナ
氏名

生年月日

年齢
歳 男・女
西暦

年

〒

月

血液型
RH + / -

日

-

住所
Tel

Tel

（携帯）（自宅）（会社）

（携帯）（自宅）（会社）

連絡先

メール
アドレス

ライセンス

（お持ちの場合はぜひご記入ください）

MFJ

TR RD MX ED
エンジョイ ピットクルー
競技役員（承認可）

国際 A 級
国内 A 級

TR ライセンスの場
合のクラス
年式 メーカー

No.

国際 B 級
国内 B 級

マシン

排気量

マシン
いっしょにご参加のお仲間がいらっしゃいましたら、その方のお名前をお知らせください

お仲間

ご送金
緊急連絡先

ご送金方法 ・現金書留 ・振り込み
金融機関名（○○銀行→○○銀行）
→
Tel

お名前

ご送金日
月

日

続柄

（本人以外）
※上記項目を楷書で丁寧に、もれなく記入してください。記入漏れや乱字により判別が難しいものは、受付されませんのでご注意ください。緊急時連絡
先は万一の場合に備え、連絡可能な親族をご記入ください。

