
MFJ LADIES・JUNIOR TRIAL PROGRAM 2018

MFJレディース・ジュニア
トライアルプログラム2018

http://www.mfj.or.jp/

参 加 募 集

東西全６日間のトレーニングを実施します。

トライアル競技を存分に楽しんで頂き、
また目標の持てる練習方法のノウハウを
伝授します。

一般財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会　
（一財）日本モーターサイクルスポーツ協会は本申込書にご記入頂きました皆様の個人情報を当プログラム運営に関わる業務に
必要な範囲にて利用させて頂きます。また業務遂行の為に業務委託先に提供を行うことがあります。

参加申込書
【お申込み方法】　下記必要事項をご記入の上、メールまたはfax（アドレス下記）にてお申込みください。

１）トライアル大会等に参加したことはありますか？ （　ある　・　ない　）

２）1)であると回答した方→ 参加は何大会ぐらい？ （　　　　　　    回） ／ 参加した主な大会

３）当プログラムへの意気込みやご要望がありましたらご記入願います。

参加申込み、内容に関するお問い合わせ

MFJ申込専用メール ： n.takatsu@kawadaya.co.jp　

【参加内容に関するお問い合わせ】 運営事務局（担当　西）　メールアドレス h.west@crocus.ocn.ne.jp　TEL：090-8249-7663

【参加申込に関するお問い合わせ】 受付事務局　河和田屋印刷株式会社（担当　高津）　メールアドレス n.takatsu@kawadaya.co.jp　
TEL：090-3694-2305（※当日の連絡先はこちらにお願いします。）　Fax：03-3200-2715

一般財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会（MFJ）レディース・ジュニアトライアルプログラム係
〒104-0045　東京都中央区築地3-11-6　築地スクエアビル10F　ＴＥＬ:03-5565-0900　FＡＸ:03-5565-0908　http://www.mfj.or.jp

受講者

緊急連絡先（未成年者は保護者）

ふりがな

氏名

住所

住所

ふりがな

氏名
受講者との続柄

　　　　〒

　　　　〒

連絡先： e-mail（必須） ：

連絡先 ：

MFJ ライセンス ：  有　・　無　　　（2018年ライセンスをお持ちの方）No.

レンタル車両希望 ：  有　・　無 ヘルメットレンタル希望 ：　有 （ サイズ　S　M　L ）　・　無

携帯番号（必須） ： e-mail（必須） ：

生年月日 ： 昭 ・ 平　　　年　　　月　　　日 生 

性　　別 ：　 男   ・   女　　 年齢 ：   　　　　歳

申請月日 ： 2018年　　　　　 月　　　　　 日

印

参加クラス・参加希望日

7月28日（土）
7月29日（日）
8月26日（日）

プログラム2

プログラム1

プログラム1

プログラム1

プログラム2

プログラム1

7月8日（日）
10月27日（土）
10月28日（日）

アンケート

参加申込先

個人情報の取り扱いについて

ご希望日に〇印をつけてください。（レンタル車両希望の方は事前に連絡ください。）

亀岡トライアルランド(京都府) オフロードパーク白井(茨城県) 

※各回とも定員となり次第募集を締め切らせて頂きます。（定員12名）

MFJレディース・ジュニアトライアルプログラム2018



MFJレディース・ジュニア トライアルプログラム２０１８
全日本に設けられたレディースクラスへの参戦を目標に各地方でのトライアル女性ライダーの育
成と活性化を目指します。
現レディースクラスチャンピオンの西村亜弥選手をチーフインストラクターに迎え、指導致します。
競技に必要なライディングテクニックはもとより、多くの女性・ジュニアの方々にトライアル競技を存
分に楽しんで頂きながら、目標の持てる練習方法のノウハウを伝授します。

コンセプトコンセプト

・ 中級クラス(MFJトライアルライセンス所持者・公認大会参加者)

会　    場

亀岡トライアルランド(京都府) http://www.kameokatrialland.co.jp/
京都府亀岡市本梅町西加舎大畑14
TEL:0771-26-3377

アクセス
●京都縦貫自動車道
　亀岡インターから約10K

茨城県桜川市真壁町白井1569－1

アクセス
●常磐自動車道
　土浦北インターから約28K
●北関東自動車道
　桜川筑西インターから約12K
　

オフロードパーク白井(茨城県) https://tswotrial.wixsite.com/offroadparkshirai

スケジュール

チーフインストラクター

主　    催

西村　亜弥

(一財)日本モーターサイクルスポーツ協会（MFJ）

協　   力 MFJトライアル委員会　各地区トライアル委員会・部会
オフロードパーク白井　亀岡トライアルランド

特別協賛

参加資格 ・ クラス

㈱アライヘルメット　㈲アルプスヴァン
Beta motor Japan　　㈱マーチ　
　※ご協賛スポンサー様は随時募集させて頂いております。

※各回とも定員となり次第募集を締め切らせて頂きます。定員をオーバーした場合原則として先着順に運営事務局にて決定させて頂きます。
※定員に達するまで申込締め切り日は上記の通りと致します。

プログラム１ ●女性中級クラス

参加料
10,000円（税込）【走行料・弁当飲料（ペットボトル1本）】／1回

定員に満たない場合は当日も可能です。（事前に受付事務局にお問い合わせください。）

申込締切
●定員 ： 締め切り日までに定員に達した場合はその時点での締め切らせていただきます。（右記スケジュール表参照）

・ MFJエンジョイライセンス以上所持者(オフロード走行経験のある人)
・ トライアルを経験したい女性
・ ジュニア（9才から15才の男女）
  ジュニアのみ未成年者には必ず付添人（保護者同伴）が必要です。

※参加料は当日受付にてお支払いをお願いします。ライセンスをお持ちでない方は当日現場で３００円（保険料）をプラスでお支払願います。（尚お手数ですがおつりの出ないようご協力
お願い致します。）
※その他の飲料等は各自ご用意願います。 
※トライアル車両（MFJ国内競技規則トライアル基本仕様付則21 3-4スプロケットおよびプロテクター/3-8 スロットルコントロール、この条項規則を満たす事とする）、ウェア、ブーツ、グ
ローブ、パッド類、スペアパーツ類は各自準備願います。

※定員は1日開催あたり最大１２名限定とさせて頂きます。定員を超えた場合先着順とさせて頂きますので予めご了承ください。

※持ち込み車両の排気量制限はありません。※車両はトライアル専用車両に限定します。

プログラム２ ●女性初級クラス・ジュニアクラス（男女問わず）

1993年　 女性初全日本選手権参戦
2004年　 トライアル国別対抗デナシオン日本代表　日本チーム2位獲得
　　　　 個人レディース世界ランク5位
2005年　 トライアル国別対抗デナシオン日本代表　日本チーム4位
　　　　 個人レディース世界ランク9位
2006年　 トライアル国別対抗デナシオン日本代表　日本チーム4位
　　　　 個人レディース世界ランク7位
         全日本選手権北海道大会IBクラス5位
2016年　 全日本選手権レディースクラスに復帰参戦
　　　　 全戦優勝初代チャンピオン
2017年　 全戦優勝連続チャンピオン
2018年　 2018年全日本レディースクラス参戦中
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湯の花温泉西

今まで女性だから「出来ないと思っていたことをなんだ女性でも出来るんだ‼」と思ってもら
えたら嬉しいです！今よりレベルアップできるようにお手伝いさせていただきます。女性なら
ではの“つまづき”“あるある”を共有し改善できるようにしたいと思います。

MFJレディース・ジュニア トライアルプログラム２０１８

※上記ライセンス申請料に含まれる保険掛金は15歳以下（中学生以下）が800円／16歳以上が1,850円となります。中学生以下とは、保険満了日（2019年3月31日）時点で
15歳以下（中学生以下）で、平成15年4月2日以降に生まれた方です。

MFJライセンスを希望される方（初めてMFJライセンスを取得される方は、開催当日に講習をおこないます。）

●ジュニア ： 9,850円（税込）   
●国内B級以上 ： 11,850円 （税込）

※2018年12月31日迄に16歳になる方はNBライセンスとなります。

※MFJライセンス取得を希望される場合、申請料は、参加料と別途必要となります。

■ご注意 MFJライセンス申請料、競技会参加の場合のエントリー料金、会場までの交通費、付添者の交通費、飲食（当日昼食弁当を除く）、宿泊費、ガソリン代、運搬費用、修
理工賃、部品代は別途各自負担と致します。また、ご自宅と会場の移動において発生した交通事故やトラブルならびに会場内外での貴重品盗難についての責任は
一切負いません。一旦お支払い頂きました費用は、退校や休学の場合でも返却致しません。すでにライセンスを所持している方はライセンス申請料は必要ありません。

オフロードパーク白井
開催日 会場

亀岡トライアルランド

亀岡トライアルランド

亀岡トライアルランド

オフロードパーク白井

オフロードパーク白井

プログラム1
クラス

プログラム2

プログラム1

プログラム1

プログラム2

プログラム1

12名
定員

12名

12名

12名

12名

12名

大曽根

桜川市役所

樺穂小

大国小

桜川中

加波山

北関東自動車道

オフロードパーク白井

5050

5050

148148

149149

151151

343343

4141

218218

4545

長方

桜川筑西 IC

レンタルを希望される方はインストラクターと相談の上、車種を選定させて頂きます。
1日／5000円（税込）／1台　※万一、破損した場合の部品代、修理代（実費）をご請求させて頂きます。

特別協賛アライヘルメットよりHyper-T  PROヘルメットをレンタル致します。
数量に限りがありますのでレンタル希望される方は、必ず参加申込書にご記入ください。
その他プロテクター類は全て各自ご準備ください。

レンタル車両
について

レンタルヘルメット
について

７月８日(日）

７月２８日(土)

７月２９日(日）

８月２６日(日)

10月27日(土)

10月28日(日)

6月25日(月）
締切日

7月13日(金）

8月13日(月）

10月15日(月）

※レンタルバイクをご利用頂けます。台数に限りがあるため先着順になる場合があります。詳細は事務局にお問い合わせください。
　（メールアドレス n.takatsu@kawadaya.co.jp 担当:河和田屋印刷 高津）



MFJレディース・ジュニア トライアルプログラム２０１８
全日本に設けられたレディースクラスへの参戦を目標に各地方でのトライアル女性ライダーの育
成と活性化を目指します。
現レディースクラスチャンピオンの西村亜弥選手をチーフインストラクターに迎え、指導致します。
競技に必要なライディングテクニックはもとより、多くの女性・ジュニアの方々にトライアル競技を存
分に楽しんで頂きながら、目標の持てる練習方法のノウハウを伝授します。

コンセプトコンセプト

・ 中級クラス(MFJトライアルライセンス所持者・公認大会参加者)

会　    場

亀岡トライアルランド(京都府) http://www.kameokatrialland.co.jp/
京都府亀岡市本梅町西加舎大畑14
TEL:0771-26-3377

アクセス
●京都縦貫自動車道
　亀岡インターから約10K

茨城県桜川市真壁町白井1569－1

アクセス
●常磐自動車道
　土浦北インターから約28K
●北関東自動車道
　桜川筑西インターから約12K
　

オフロードパーク白井(茨城県) https://tswotrial.wixsite.com/offroadparkshirai

スケジュール

チーフインストラクター

主　    催

西村　亜弥

(一財)日本モーターサイクルスポーツ協会（MFJ）

協　   力 MFJトライアル委員会　各地区トライアル委員会・部会
オフロードパーク白井　亀岡トライアルランド

特別協賛

参加資格 ・ クラス

㈱アライヘルメット　㈲アルプスヴァン
Beta motor Japan　　㈱マーチ　
　※ご協賛スポンサー様は随時募集させて頂いております。

※各回とも定員となり次第募集を締め切らせて頂きます。定員をオーバーした場合原則として先着順に運営事務局にて決定させて頂きます。
※定員に達するまで申込締め切り日は上記の通りと致します。

プログラム１ ●女性中級クラス

参加料
10,000円（税込）【走行料・弁当飲料（ペットボトル1本）】／1回

定員に満たない場合は当日も可能です。（事前に受付事務局にお問い合わせください。）

申込締切
●定員 ： 締め切り日までに定員に達した場合はその時点での締め切らせていただきます。（右記スケジュール表参照）

・ MFJエンジョイライセンス以上所持者(オフロード走行経験のある人)
・ トライアルを経験したい女性
・ ジュニア（9才から15才の男女）
  ジュニアのみ未成年者には必ず付添人（保護者同伴）が必要です。

※参加料は当日受付にてお支払いをお願いします。ライセンスをお持ちでない方は当日現場で３００円（保険料）をプラスでお支払願います。（尚お手数ですがおつりの出ないようご協力
お願い致します。）
※その他の飲料等は各自ご用意願います。 
※トライアル車両（MFJ国内競技規則トライアル基本仕様付則21 3-4スプロケットおよびプロテクター/3-8 スロットルコントロール、この条項規則を満たす事とする）、ウェア、ブーツ、グ
ローブ、パッド類、スペアパーツ類は各自準備願います。

※定員は1日開催あたり最大１２名限定とさせて頂きます。定員を超えた場合先着順とさせて頂きますので予めご了承ください。

※持ち込み車両の排気量制限はありません。※車両はトライアル専用車両に限定します。

プログラム２ ●女性初級クラス・ジュニアクラス（男女問わず）

1993年　 女性初全日本選手権参戦
2004年　 トライアル国別対抗デナシオン日本代表　日本チーム2位獲得
　　　　 個人レディース世界ランク5位
2005年　 トライアル国別対抗デナシオン日本代表　日本チーム4位
　　　　 個人レディース世界ランク9位
2006年　 トライアル国別対抗デナシオン日本代表　日本チーム4位
　　　　 個人レディース世界ランク7位
         全日本選手権北海道大会IBクラス5位
2016年　 全日本選手権レディースクラスに復帰参戦
　　　　 全戦優勝初代チャンピオン
2017年　 全戦優勝連続チャンピオン
2018年　 2018年全日本レディースクラス参戦中
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湯の花温泉西

今まで女性だから「出来ないと思っていたことをなんだ女性でも出来るんだ‼」と思ってもら
えたら嬉しいです！今よりレベルアップできるようにお手伝いさせていただきます。女性なら
ではの“つまづき”“あるある”を共有し改善できるようにしたいと思います。

MFJレディース・ジュニア トライアルプログラム２０１８

※上記ライセンス申請料に含まれる保険掛金は15歳以下（中学生以下）が800円／16歳以上が1,850円となります。中学生以下とは、保険満了日（2019年3月31日）時点で
15歳以下（中学生以下）で、平成15年4月2日以降に生まれた方です。

MFJライセンスを希望される方（初めてMFJライセンスを取得される方は、開催当日に講習をおこないます。）

●ジュニア ： 9,850円（税込）   
●国内B級以上 ： 11,850円 （税込）

※2018年12月31日迄に16歳になる方はNBライセンスとなります。

※MFJライセンス取得を希望される場合、申請料は、参加料と別途必要となります。

■ご注意 MFJライセンス申請料、競技会参加の場合のエントリー料金、会場までの交通費、付添者の交通費、飲食（当日昼食弁当を除く）、宿泊費、ガソリン代、運搬費用、修
理工賃、部品代は別途各自負担と致します。また、ご自宅と会場の移動において発生した交通事故やトラブルならびに会場内外での貴重品盗難についての責任は
一切負いません。一旦お支払い頂きました費用は、退校や休学の場合でも返却致しません。すでにライセンスを所持している方はライセンス申請料は必要ありません。

オフロードパーク白井
開催日 会場

亀岡トライアルランド

亀岡トライアルランド
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レンタルを希望される方はインストラクターと相談の上、車種を選定させて頂きます。
1日／5000円（税込）／1台　※万一、破損した場合の部品代、修理代（実費）をご請求させて頂きます。

特別協賛アライヘルメットよりHyper-T  PROヘルメットをレンタル致します。
数量に限りがありますのでレンタル希望される方は、必ず参加申込書にご記入ください。
その他プロテクター類は全て各自ご準備ください。

レンタル車両
について

レンタルヘルメット
について

７月８日(日）

７月２８日(土)

７月２９日(日）

８月２６日(日)

10月27日(土)

10月28日(日)

6月25日(月）
締切日

7月13日(金）

8月13日(月）

10月15日(月）

※レンタルバイクをご利用頂けます。台数に限りがあるため先着順になる場合があります。詳細は事務局にお問い合わせください。
　（メールアドレス n.takatsu@kawadaya.co.jp 担当:河和田屋印刷 高津）



MFJ LADIES・JUNIOR TRIAL PROGRAM 2018

MFJレディース・ジュニア
トライアルプログラム2018

http://www.mfj.or.jp/

参 加 募 集

東西全６日間のトレーニングを実施します。

トライアル競技を存分に楽しんで頂き、
また目標の持てる練習方法のノウハウを
伝授します。

一般財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会　
（一財）日本モーターサイクルスポーツ協会は本申込書にご記入頂きました皆様の個人情報を当プログラム運営に関わる業務に
必要な範囲にて利用させて頂きます。また業務遂行の為に業務委託先に提供を行うことがあります。

参加申込書
【お申込み方法】　下記必要事項をご記入の上、メールまたはfax（アドレス下記）にてお申込みください。

１）トライアル大会等に参加したことはありますか？ （　ある　・　ない　）

２）1)であると回答した方→ 参加は何大会ぐらい？ （　　　　　　    回） ／ 参加した主な大会

３）当プログラムへの意気込みやご要望がありましたらご記入願います。

参加申込み、内容に関するお問い合わせ

MFJ申込専用メール ： n.takatsu@kawadaya.co.jp　

【参加内容に関するお問い合わせ】 運営事務局（担当　西）　メールアドレス h.west@crocus.ocn.ne.jp　TEL：090-8249-7663

【参加申込に関するお問い合わせ】 受付事務局　河和田屋印刷株式会社（担当　高津）　メールアドレス n.takatsu@kawadaya.co.jp　
TEL：090-3694-2305（※当日の連絡先はこちらにお願いします。）　Fax：03-3200-2715

一般財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会（MFJ）レディース・ジュニアトライアルプログラム係
〒104-0045　東京都中央区築地3-11-6　築地スクエアビル10F　ＴＥＬ:03-5565-0900　FＡＸ:03-5565-0908　http://www.mfj.or.jp

受講者

緊急連絡先（未成年者は保護者）

ふりがな

氏名

住所

住所

ふりがな

氏名
受講者との続柄

　　　　〒

　　　　〒

連絡先： e-mail（必須） ：

連絡先 ：

MFJ ライセンス ：  有　・　無　　　（2018年ライセンスをお持ちの方）No.

レンタル車両希望 ：  有　・　無 ヘルメットレンタル希望 ：　有 （ サイズ　S　M　L ）　・　無

携帯番号（必須） ： e-mail（必須） ：

生年月日 ： 昭 ・ 平　　　年　　　月　　　日 生 

性　　別 ：　 男   ・   女　　 年齢 ：   　　　　歳

申請月日 ： 2018年　　　　　 月　　　　　 日

印

参加クラス・参加希望日

7月28日（土）
7月29日（日）
8月26日（日）

プログラム2

プログラム1

プログラム1

プログラム1

プログラム2

プログラム1

7月8日（日）
10月27日（土）
10月28日（日）

アンケート

参加申込先

個人情報の取り扱いについて

ご希望日に〇印をつけてください。（レンタル車両希望の方は事前に連絡ください。）

亀岡トライアルランド(京都府) オフロードパーク白井(茨城県) 

※各回とも定員となり次第募集を締め切らせて頂きます。（定員12名）

MFJレディース・ジュニアトライアルプログラム2018


