
 

 

KC58 開催開催開催開催のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ 

 

今年最初今年最初今年最初今年最初のののの KC をををを 3 月月月月 21 日日日日にににに開催開催開催開催いたしますいたしますいたしますいたします。。。。 

今回今回今回今回よりよりよりよりコロナコロナコロナコロナ問題問題問題問題がががが収束収束収束収束するまではするまではするまではするまでは、、、、 

運営側運営側運営側運営側にもにもにもにも参加側参加側参加側参加側にもにもにもにも、、、、 

よりよりよりより負担負担負担負担のののの少少少少ないないないない方法方法方法方法にににに変更変更変更変更ししししてててて開催開催開催開催してしてしてして行行行行こうとこうとこうとこうと思思思思いますいますいますいます。。。。 

具体的具体的具体的具体的にはにはにはには、、、、クラスクラスクラスクラス分分分分けけけけ、、、、カラーカラーカラーカラー追加追加追加追加、、、、申申申申しししし込込込込みみみみ方法方法方法方法、、、、撤収割引料金等撤収割引料金等撤収割引料金等撤収割引料金等ですですですです。。。。 

実施要綱実施要綱実施要綱実施要綱をごをごをごをご確認下確認下確認下確認下さいさいさいさい。。。。 

アウトドアアウトドアアウトドアアウトドアにてにてにてにて少人数少人数少人数少人数でででで行行行行うううう KC はははは比較的安全比較的安全比較的安全比較的安全ななななイベントイベントイベントイベントだとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。 

宜宜宜宜しければごしければごしければごしければご参加参加参加参加くださいくださいくださいください。。。。 

 

イベントイベントイベントイベント名名名名 第第第第 58 回回回回 BIKETRIAL KAMEOKA CUP (KC58）））） 

開催目的開催目的開催目的開催目的    バイクトライアルバイクトライアルバイクトライアルバイクトライアルのののの普及普及普及普及    

イベントイベントイベントイベント内内内内

容容容容    

初級初級初級初級からからからから上級上級上級上級までをまでをまでをまでを対象対象対象対象にしたにしたにしたにしたコンペコンペコンペコンペ。。。。    

開催日開催日開催日開催日    2020202020202020 年年年年 3333 月月月月 21 21 21 21 日日日日（（（（日曜日日曜日日曜日日曜日・・・・雨天決行雨天決行雨天決行雨天決行））））    

主催主催主催主催    平野平野平野平野    博博博博    

協力協力協力協力    亀岡亀岡亀岡亀岡トライアルランドトライアルランドトライアルランドトライアルランド、、、、Club BiketrialClub BiketrialClub BiketrialClub Biketrial、、、、GIANTGIANTGIANTGIANT、、、、MITANI MS SUZUKAMITANI MS SUZUKAMITANI MS SUZUKAMITANI MS SUZUKA、、、、

NIKOVLANDNIKOVLANDNIKOVLANDNIKOVLAND、、、、KT CYCLEKT CYCLEKT CYCLEKT CYCLE、、、、DOBDOBDOBDOB、、、、TR ProductTR ProductTR ProductTR Product、、、、MOMENTMOMENTMOMENTMOMENT、、、、

SHUURIYASHUURIYASHUURIYASHUURIYA。。。。    

会場会場会場会場    亀岡亀岡亀岡亀岡トライアルランドトライアルランドトライアルランドトライアルランド    

621621621621----0255025502550255 京都府亀岡市本梅町西加舎大畑京都府亀岡市本梅町西加舎大畑京都府亀岡市本梅町西加舎大畑京都府亀岡市本梅町西加舎大畑 14141414    

Tel: 0771Tel: 0771Tel: 0771Tel: 0771----26262626----3377337733773377    Fax: 0771Fax: 0771Fax: 0771Fax: 0771----26262626----3378337833783378    

参加資格参加資格参加資格参加資格    競技競技競技競技ルールルールルールルール、、、、マナーマナーマナーマナーをををを守守守守れれれれるるるる方方方方。。。。初心者初心者初心者初心者、、、、12121212 歳以下歳以下歳以下歳以下&40&40&40&40 歳以上歳以上歳以上歳以上のののの参参参参

加者大歓迎加者大歓迎加者大歓迎加者大歓迎。（。（。（。（未成年者未成年者未成年者未成年者はははは保護者保護者保護者保護者またはまたはまたはまたは引率者引率者引率者引率者のののの同伴同伴同伴同伴をおをおをおをお願願願願いしまいしまいしまいしま

すすすす。）。）。）。）    

参加申込参加申込参加申込参加申込

期間期間期間期間、、、、参加参加参加参加

料料料料、、、、割引割引割引割引、、、、

注意注意注意注意    

●●●●参加申込参加申込参加申込参加申込はははは 2021202120212021 年年年年 2222 月月月月 12121212 日日日日からからからから。。。。    

参加参加参加参加ごごごご希望希望希望希望のののの方方方方はははは、、、、実施要綱実施要綱実施要綱実施要綱のののの参加申込書参加申込書参加申込書参加申込書のののの記入欄記入欄記入欄記入欄にににに必要事必要事必要事必要事

項項項項をををを全全全全てごてごてごてご記入記入記入記入のののの上上上上ＥＥＥＥメールメールメールメール（（（（b-trial@ztv.ne.jp))))でおでおでおでお送送送送りくださりくださりくださりくださ

いいいい。。。。    

こちらからのこちらからのこちらからのこちらからの案内案内案内案内（（（（参加受理参加受理参加受理参加受理））））EEEE メールメールメールメールはははは、、、、申込確認後申込確認後申込確認後申込確認後にににに速速速速やかやかやかやか    

におにおにおにお送送送送りしますりしますりしますりします。。。。案内案内案内案内がががが届届届届かないかないかないかない場合場合場合場合にはにはにはには主催者主催者主催者主催者にごにごにごにご確認確認確認確認くだくだくだくだ    

さいさいさいさい。。。。受信側受信側受信側受信側のののの設定設定設定設定でででで届届届届かないかないかないかない場合場合場合場合がありますのでごがありますのでごがありますのでごがありますのでご注意注意注意注意くだくだくだくだ    

さいさいさいさい。。。。    

●●●●参加料参加料参加料参加料    

○○○○大会大会大会大会 16161616 日前日前日前日前（（（（3333 月月月月 5555 日日日日までまでまでまで））））におにおにおにお申込申込申込申込いただきますといただきますといただきますといただきますと参加料参加料参加料参加料おおおお



 

 

一人様一人様一人様一人様 3,5003,5003,5003,500 円円円円。。。。それそれそれそれ以降以降以降以降はおはおはおはお一人様一人様一人様一人様 4,5004,5004,5004,500 円円円円となりますとなりますとなりますとなります。。。。参参参参

加料加料加料加料にはにはにはには会場使用料会場使用料会場使用料会場使用料がががが含含含含まれますまれますまれますまれます。。。。    

参加料参加料参加料参加料はははは大会当日大会当日大会当日大会当日のののの受付受付受付受付でおでおでおでお支払支払支払支払いいいい下下下下さいさいさいさい。。。。    

撤収撤収撤収撤収をごをごをごをご協力協力協力協力いただけるいただけるいただけるいただける方方方方はははは、、、、撤収割撤収割撤収割撤収割りとなりますりとなりますりとなりますりとなります。。。。    

受付受付受付受付でおでおでおでお釣釣釣釣りがいらないようにおりがいらないようにおりがいらないようにおりがいらないようにお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

●●●●割引割引割引割引    

○○○○撤収割撤収割撤収割撤収割りりりり：：：： 500 500 500 500 円円円円    

((((家族家族家族家族でででで参加参加参加参加のののの場場場場合合合合はははは代表者代表者代表者代表者 1111 名名名名のみとなりますのみとなりますのみとなりますのみとなります））））    

●●●●注意注意注意注意    

        ○○○○中止中止中止中止のののの決定決定決定決定。。。。大会大会大会大会 9999 日前日前日前日前のののの時点時点時点時点でででで参加人数参加人数参加人数参加人数がががが 30303030 名名名名にににに達達達達しなかしなかしなかしなか    

            ったったったった場合場合場合場合にはにはにはには、、、、開催開催開催開催をををを中止中止中止中止とさせていただきますとさせていただきますとさせていただきますとさせていただきます。。。。    

            決定後決定後決定後決定後はははは速速速速やかにやかにやかにやかに参加者全員参加者全員参加者全員参加者全員ににににメールメールメールメールでででで連絡連絡連絡連絡させていただきさせていただきさせていただきさせていただき    

            ますますますます。。。。    

    ○○○○傷害保険傷害保険傷害保険傷害保険。。。。昨年昨年昨年昨年までのまでのまでのまでの 12121212 シーズンシーズンシーズンシーズン全全全全てててて傷害保険傷害保険傷害保険傷害保険にににに加入加入加入加入してきしてきしてきしてき    

            ましたがましたがましたがましたが、、、、参加料参加料参加料参加料をををを金当日払金当日払金当日払金当日払いとするいとするいとするいとする間間間間はははは、、、、各個人各個人各個人各個人でのでのでのでの加入加入加入加入とととと    

            させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。    

        ○○○○参加申込者参加申込者参加申込者参加申込者へのへのへのへの案内案内案内案内はははは EEEE メールメールメールメールでのみでのでのみでのでのみでのでのみでの対応対応対応対応となりますとなりますとなりますとなります。。。。    

感染症対感染症対感染症対感染症対

策策策策    

●●●●受付時受付時受付時受付時にににに検温検温検温検温させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。    

●●●●受付受付受付受付にににに殺菌殺菌殺菌殺菌消毒液消毒液消毒液消毒液をををを置置置置きますきますきますきます。。。。ごごごご利用下利用下利用下利用下さいさいさいさい。。。。    

●●●●会場内会場内会場内会場内でのでのでのでのマスクマスクマスクマスクのののの着用着用着用着用をおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。参加者参加者参加者参加者のののの方方方方はのはのはのはの方方方方    

    ははははスタートスタートスタートスタート前前前前、、、、およびおよびおよびおよびゴールゴールゴールゴール後後後後はははは出来出来出来出来るだけるだけるだけるだけマスクマスクマスクマスクをををを着用着用着用着用してくださしてくださしてくださしてくださ    

    いいいい。。。。マスクマスクマスクマスクをおをおをおをお忘忘忘忘れのれのれのれの方方方方のためにのためにのためにのために本部本部本部本部にににに若干数若干数若干数若干数のののの無料無料無料無料マスクマスクマスクマスクをををを用用用用    

    意意意意しますしますしますします。。。。以上以上以上以上ごごごご協力協力協力協力をおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

ブースブースブースブースととととフフフフ

リーマーケリーマーケリーマーケリーマーケ

ットットットット    

ブースブースブースブースととととフリーマーケットフリーマーケットフリーマーケットフリーマーケットをををを募集募集募集募集いたしますいたしますいたしますいたします。。。。一般一般一般一般、、、、業者業者業者業者ともにともにともにともに出店費出店費出店費出店費

用用用用はははは 1111 コインコインコインコインのののの 500500500500 円円円円ですですですです。。。。出店費用出店費用出店費用出店費用はははは大会当日受付大会当日受付大会当日受付大会当日受付でおでおでおでお支払支払支払支払いくいくいくいく

ださいださいださいださい。。。。出展料出展料出展料出展料はははは無料無料無料無料レンタルバイクレンタルバイクレンタルバイクレンタルバイクののののメンテメンテメンテメンテ費用費用費用費用にににに使使使使わせていただわせていただわせていただわせていただ

きますきますきますきます。。。。    

ルールルールルールルール    ●●●●競技競技競技競技はははは、、、、国際国際国際国際バイクトライアルバイクトライアルバイクトライアルバイクトライアル連盟連盟連盟連盟がががが定定定定めるめるめるめるルールルールルールルールをををを基本基本基本基本にににに、、、、本本本本

大会特別競技規則大会特別競技規則大会特別競技規則大会特別競技規則でででで行行行行いますいますいますいます。。。。    

●●●●服装服装服装服装    

ヘルメットヘルメットヘルメットヘルメットはははは必必必必ずずずず着用着用着用着用してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。服装服装服装服装はははは安全安全安全安全なものをごなものをごなものをごなものをご使用使用使用使用くだくだくだくだ

さいさいさいさい。。。。安全安全安全安全のののの為為為為にににに、、、、グローブグローブグローブグローブ、、、、長長長長ズボンズボンズボンズボン、、、、長袖長袖長袖長袖シャツシャツシャツシャツ、、、、ハイカットシハイカットシハイカットシハイカットシ

ューズューズューズューズのののの着用着用着用着用ととととシンガードシンガードシンガードシンガードなどのなどのなどのなどの防具使用防具使用防具使用防具使用をおをおをおをお勧勧勧勧めしますめしますめしますめします。。。。    

●●●●同点時同点時同点時同点時のののの判定判定判定判定    

同点時同点時同点時同点時にはにはにはには 0000、、、、1111、、、、2222、、、、3333 点点点点のののの順順順順でででで数数数数がががが多多多多いいいい方方方方がががが有利有利有利有利となりますとなりますとなりますとなります。。。。最最最最

終判定終判定終判定終判定はははは先先先先ににににゴールゴールゴールゴールしたしたしたした方方方方をををを有利有利有利有利としますとしますとしますとします。。。。ゴールゴールゴールゴールしましたらしましたらしましたらしましたら必必必必ずずずず



 

 

採点採点採点採点カードカードカードカードのののの下下下下のののの段段段段にありますにありますにありますにあります TIMETIMETIMETIME のところにのところにのところにのところにゴールゴールゴールゴール時間時間時間時間をををを正確正確正確正確

にににに書書書書きききき込込込込んでくださいんでくださいんでくださいんでください。。。。未記入未記入未記入未記入のののの場合場合場合場合はははは同点時同点時同点時同点時のののの判定判定判定判定でででで不利不利不利不利となとなとなとな

りますりますりますります。。。。    

クラスクラスクラスクラス分分分分けけけけ    ●●●●クラスクラスクラスクラス分分分分けはけはけはけは全部全部全部全部でででで 5555 クラスクラスクラスクラスですですですです。。。。参加参加参加参加クラスクラスクラスクラスはははは技量技量技量技量にににに合合合合わせてわせてわせてわせて無無無無

理理理理なくおなくおなくおなくお選選選選びびびび下下下下さいさいさいさい。。。。下記下記下記下記をををを参考参考参考参考にしてくださいにしてくださいにしてくださいにしてください。。。。    

●●●●1111 台台台台ののののバイクバイクバイクバイクでででで複数人数複数人数複数人数複数人数のののの参加参加参加参加もももも可能可能可能可能ですですですです。。。。    

●●●●バイクバイクバイクバイクをおをおをおをお持持持持ちでないちでないちでないちでない方方方方でもでもでもでも参加可能参加可能参加可能参加可能。。。。GIANTGIANTGIANTGIANT のごのごのごのご協賛協賛協賛協賛によりによりによりにより、、、、    

無料無料無料無料レンタルバイクレンタルバイクレンタルバイクレンタルバイクをををを準備準備準備準備させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。ごごごご希望希望希望希望のののの方方方方はははは、、、、    

申申申申しししし込込込込みのみのみのみの際際際際におにおにおにお知知知知らせらせらせらせ下下下下さいさいさいさい。。。。予約予約予約予約しますしますしますします。。。。レンタルバイクレンタルバイクレンタルバイクレンタルバイクのののの    

車種車種車種車種ははははＰＵＳＨＰＵＳＨＰＵＳＨＰＵＳＨ----ＢＩＫＥ、ＢＩＫＥ、ＢＩＫＥ、ＢＩＫＥ、MTBMTBMTBMTB ややややバイクトライアルバイクトライアルバイクトライアルバイクトライアル車車車車などなどなどなどオフローオフローオフローオフロー    

ドドドド車車車車になりますになりますになりますになります。。。。バイクバイクバイクバイクののののサイズサイズサイズサイズはははは基本的基本的基本的基本的にににに大人用大人用大人用大人用となりますとなりますとなりますとなります。。。。    

子供用子供用子供用子供用はおはおはおはお問問問問いいいい合合合合わせいただきわせいただきわせいただきわせいただき、、、、準備準備準備準備（（（（幼児幼児幼児幼児からからからからジュニアサイジュニアサイジュニアサイジュニアサイ    

ズズズズまではまではまではまでは、、、、体格差体格差体格差体格差もももも大大大大きくきくきくきくサイズサイズサイズサイズにににに開開開開きがありますきがありますきがありますきがあります。。。。全全全全てのてのてのてのサイサイサイサイ    

ズズズズをそろえるのはをそろえるのはをそろえるのはをそろえるのは現時点現時点現時点現時点ではではではでは難難難難しいしいしいしい事事事事をごをごをごをご理解理解理解理解くださいくださいくださいください。）。）。）。）がががが可可可可    

能能能能ならならならなら連絡連絡連絡連絡させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。尚尚尚尚、、、、レンタルバイクレンタルバイクレンタルバイクレンタルバイクのののの台数台数台数台数ややややササササ    

イズイズイズイズにはにはにはには限限限限りがございますりがございますりがございますりがございます。。。。定員定員定員定員をををを超超超超えたえたえたえた場合場合場合場合はごはごはごはご容赦下容赦下容赦下容赦下ささささ    

いいいい。。。。    

クラスクラスクラスクラス名名名名    参加条件参加条件参加条件参加条件////レベルレベルレベルレベル    

NO COLOR (NO COLOR (NO COLOR (NO COLOR (Ｃ）Ｃ）Ｃ）Ｃ）    初心者対象初心者対象初心者対象初心者対象。。。。////自転車自転車自転車自転車にににに乗乗乗乗れるれるれるれる    

ならならならなら練習無練習無練習無練習無しでもしでもしでもしでも参加可能参加可能参加可能参加可能。。。。両足同時足両足同時足両足同時足両足同時足    

つきをつきをつきをつきを 2222 点点点点としますとしますとしますとします。。。。自転車自転車自転車自転車はははは一般一般一般一般のののの幼児幼児幼児幼児    

車車車車でもでもでもでも充分充分充分充分ですですですです。。。。    

WHITEWHITEWHITEWHITE    年齢制限年齢制限年齢制限年齢制限なしなしなしなし。。。。競技経験者競技経験者競技経験者競技経験者。。。。////自転車自転車自転車自転車でででで立立立立    

ちこぎがちこぎがちこぎがちこぎが出来出来出来出来たたたた方方方方がががが良良良良いいいい。。。。自転車自転車自転車自転車はははは一般一般一般一般    

車車車車でもでもでもでも使用可使用可使用可使用可ですがですがですがですがオフロードオフロードオフロードオフロード車推奨車推奨車推奨車推奨。。。。    

GREENGREENGREENGREEN    10101010 歳以上歳以上歳以上歳以上～～～～一般一般一般一般のののの中級中級中級中級レベルレベルレベルレベル。。。。////セクセクセクセクショショショショ    

ンンンン内内内内でのでのでのでのタイムタイムタイムタイム計測必須計測必須計測必須計測必須。。。。    

BLUEBLUEBLUEBLUE    10101010 歳以上歳以上歳以上歳以上～～～～一般一般一般一般のうまいのうまいのうまいのうまい人人人人。。。。////セクセクセクセク    

ションションションション内内内内でのでのでのでのタイムタイムタイムタイム計測必須計測必須計測必須計測必須。。。。    

REDREDREDRED    10101010 歳以上歳以上歳以上歳以上～～～～一般一般一般一般のかなりうまいのかなりうまいのかなりうまいのかなりうまい人人人人。。。。////セクセクセクセク    

ションションションション内内内内でのでのでのでのタイムタイムタイムタイム計測必須計測必須計測必須計測必須。。。。    

タイムスケタイムスケタイムスケタイムスケ

ジュールジュールジュールジュール

（（（（予定予定予定予定））））    

08:3008:3008:3008:30～～～～09:30 09:30 09:30 09:30 受付受付受付受付    

09:4009:4009:4009:40～～～～09:55 09:55 09:55 09:55 ミーティングミーティングミーティングミーティング        

10:0010:0010:0010:00～～～～13:30 13:30 13:30 13:30 競技競技競技競技    

14:0014:0014:0014:00～～～～14:3014:3014:3014:30    集計集計集計集計・・・・セクションセクションセクションセクション撤収撤収撤収撤収（（（（撤収作業中撤収作業中撤収作業中撤収作業中はははは安全安全安全安全とととと作業作業作業作業のののの妨妨妨妨    

                                    げをげをげをげを考慮考慮考慮考慮してしてしてして、、、、会場内会場内会場内会場内でのでのでのでの走行走行走行走行やややや練習練習練習練習はははは禁止禁止禁止禁止とさせてとさせてとさせてとさせて    



 

 

                                    いただきますいただきますいただきますいただきます。。。。ごごごご理解理解理解理解くださいくださいくださいください。。。。））））    

15:0015:0015:0015:00～～～～15:30 15:30 15:30 15:30 表彰表彰表彰表彰・・・・抽選会抽選会抽選会抽選会((((競技競技競技競技がががが早早早早くくくく終終終終わったわったわったわった場合場合場合場合にはにはにはには変更変更変更変更するするするする    

                                    場合場合場合場合がありますがありますがありますがあります。）。）。）。）    

賞賞賞賞    ●●●●参加賞参加賞参加賞参加賞：：：：受付時受付時受付時受付時    

●●●●ゴールゴールゴールゴール賞賞賞賞：：：：ゴールゴールゴールゴール時時時時    

●●●●表彰表彰表彰表彰：：：：各各各各クラスクラスクラスクラス上位上位上位上位 3333 位位位位までまでまでまで    

●●●●おおおお楽楽楽楽しみしみしみしみ抽選会抽選会抽選会抽選会：：：：表彰式後表彰式後表彰式後表彰式後にににに行行行行いますいますいますいます。。。。これまでこれまでこれまでこれまで参加者全員分参加者全員分参加者全員分参加者全員分をををを    

用意用意用意用意してきましたがしてきましたがしてきましたがしてきましたが、、、、当分当分当分当分はははは対象対象対象対象をををを参加者参加者参加者参加者のののの半数程半数程半数程半数程をををを対象対象対象対象にににに行行行行    

いますいますいますいます。。。。    

世界戦選抜世界戦選抜世界戦選抜世界戦選抜    KC58KC58KC58KC58 とととと KC59KC59KC59KC59 をををを本年度本年度本年度本年度ののののバイクトライアルバイクトライアルバイクトライアルバイクトライアル世界選手権世界選手権世界選手権世界選手権（（（（WBC)WBC)WBC)WBC)大会大会大会大会へへへへ

のののの選抜戦選抜戦選抜戦選抜戦とととと致致致致しますしますしますします。。。。条件条件条件条件はははは REDREDREDRED、、、、BLUEBLUEBLUEBLUE、、、、GREENGREENGREENGREEN でのでのでのでの優勝者優勝者優勝者優勝者。。。。日本日本日本日本

代表代表代表代表としてとしてとしてとして WBCWBCWBCWBC へへへへ参加参加参加参加できますできますできますできます。。。。    

申込先申込先申込先申込先    平野平野平野平野    博博博博    

〒〒〒〒514514514514----0062006200620062 三重県津市観音寺町三重県津市観音寺町三重県津市観音寺町三重県津市観音寺町 799799799799----27272727    

FAXFAXFAXFAX：：：：059059059059----226226226226----2557255725572557    

e-mail：：：：bbbb----trial@ztv.ne.jptrial@ztv.ne.jptrial@ztv.ne.jptrial@ztv.ne.jp    

申込方法申込方法申込方法申込方法    

    

赤色赤色赤色赤色のののの●●●●のののの項目項目項目項目はははは必必必必ずずずず記入記入記入記入してしてしてして、、、、EEEE メールメールメールメールでおでおでおでお送送送送りくださいりくださいりくださいりください。。。。    

ただしただしただしただし、、、、これまでにこれまでにこれまでにこれまでに KCKCKCKC にににに参加参加参加参加したしたしたした事事事事のあるのあるのあるのある方方方方はははは、、、、前回前回前回前回よりよりよりより変更点変更点変更点変更点がががが

無無無無ければおければおければおければお名名名名まえとまえとまえとまえと生年月日生年月日生年月日生年月日だけでだけでだけでだけで OKOKOKOK ですですですです。。。。    

********************************************************************************************************************************************************************************************************************************    

第第第第 58585858 回回回回バイクトライアルバイクトライアルバイクトライアルバイクトライアル KAMEOKA CUPKAMEOKA CUPKAMEOKA CUPKAMEOKA CUP 参加申込書参加申込書参加申込書参加申込書    

********************************************************************************************************************************************************************************************************************************    

●●●●氏名氏名氏名氏名：：：：    

●●●●フリガナフリガナフリガナフリガナ：：：：    

●●●●生年月日生年月日生年月日生年月日：：：：    

●●●●性別性別性別性別：：：：    

●●●●郵便番号郵便番号郵便番号郵便番号：：：：    

●●●●住所住所住所住所：：：：    

●●●●電話電話電話電話：：：：    

●●●●EEEE メールメールメールメール：：：：    

●●●●参加参加参加参加クラスクラスクラスクラス    

●●●●使用使用使用使用バイクバイクバイクバイクののののメーカーメーカーメーカーメーカー：：：：    

●●●●使用使用使用使用バイクバイクバイクバイクのののの車輪径車輪径車輪径車輪径：：：：    

○○○○チームチームチームチーム名名名名またはまたはまたはまたはクラブクラブクラブクラブ名名名名（（（（8888 文字文字文字文字までまでまでまで）：）：）：）：    

●●●●撤収撤収撤収撤収にごにごにごにご協力協力協力協力いただけますかいただけますかいただけますかいただけますか？：？：？：？：    

********************************************************************************************************************************************************************************************************************************    



 

 

当日持参当日持参当日持参当日持参

品品品品    

飲飲飲飲みみみみ物物物物、、、、昼食昼食昼食昼食はははは各自各自各自各自でごでごでごでご用意下用意下用意下用意下さいさいさいさい。。。。    

おおおお知知知知らせらせらせらせ    ● 参加参加参加参加キャンセルキャンセルキャンセルキャンセルについてについてについてについて    

○○○○キャンセルキャンセルキャンセルキャンセルされたされたされたされた場合場合場合場合ももももエントリーリストエントリーリストエントリーリストエントリーリストからからからから削除削除削除削除はははは行行行行いませいませいませいませ

んんんん。。。。リザルトリザルトリザルトリザルトにはにはにはには DNSDNSDNSDNS（（（（DID NOT STARTDID NOT STARTDID NOT STARTDID NOT START のののの略略略略))))とととと記載記載記載記載しますしますしますします。。。。    

●●●●大会中止大会中止大会中止大会中止についてについてについてについて    

○○○○開催前開催前開催前開催前にににに大会大会大会大会がががが悪天候悪天候悪天候悪天候、、、、災害災害災害災害、、、、事故事故事故事故などのなどのなどのなどの原因原因原因原因でででで中止中止中止中止となったとなったとなったとなった

場合場合場合場合、、、、参加料参加料参加料参加料のののの内内内内、、、、走行料走行料走行料走行料のののの分分分分のみのみのみのみ返金返金返金返金にににに応応応応じますがじますがじますがじますが、、、、保険保険保険保険

代代代代、、、、準備費用準備費用準備費用準備費用、、、、振振振振りりりり込込込込みみみみ手数料手数料手数料手数料はははは差差差差しししし引引引引かせていただきますかせていただきますかせていただきますかせていただきます。。。。    

○○○○開催中開催中開催中開催中にににに大会大会大会大会がががが悪天候悪天候悪天候悪天候、、、、災害災害災害災害、、、、事故事故事故事故などのなどのなどのなどの原因原因原因原因でででで競技競技競技競技のののの継続継続継続継続

がががが不可能不可能不可能不可能とととと判断判断判断判断したしたしたした場合場合場合場合にはにはにはには、、、、参加料参加料参加料参加料のののの返金返金返金返金にはにはにはには応応応応じるじるじるじる事事事事はははは出出出出

来来来来ませんませんませんません。。。。    

○○○○開催中開催中開催中開催中にににに大会大会大会大会がががが中止中止中止中止となったとなったとなったとなった時点時点時点時点でででで、、、、全員全員全員全員がががが 1/31/31/31/3 以上以上以上以上セクショセクショセクショセクショ

ンンンンをををを走走走走りりりり終終終終えていたえていたえていたえていた場合場合場合場合にはにはにはには競技成立競技成立競技成立競技成立とさせていただきとさせていただきとさせていただきとさせていただき、、、、そのそのそのその

時点時点時点時点のののの順位順位順位順位でででで表彰表彰表彰表彰をををを行行行行わせていただきますわせていただきますわせていただきますわせていただきます。。。。    

●●●●会場内会場内会場内会場内でのでのでのでの注意注意注意注意ととととマナーマナーマナーマナー：：：：    

○○○○大会前日大会前日大会前日大会前日のののの練習練習練習練習はははは、、、、会場使用料会場使用料会場使用料会場使用料がががが必要必要必要必要になりますになりますになりますになります。。。。    

○○○○会場内会場内会場内会場内でのおでのおでのおでのお車車車車のののの運転運転運転運転はははは、、、、安全安全安全安全のののの為為為為にににに常常常常にににに最徐行最徐行最徐行最徐行をおをおをおをお願願願願いいいい致致致致

しますしますしますします。。。。    

○○○○下下下下のののの駐車場駐車場駐車場駐車場はははは車車車車でいっぱいになりますでいっぱいになりますでいっぱいになりますでいっぱいになります。。。。接触接触接触接触などなどなどなどトラブルトラブルトラブルトラブルをををを避避避避けけけけ

るためにるためにるためにるために、、、、出来出来出来出来ればればればれば上上上上のののの駐車場駐車場駐車場駐車場をごをごをごをご利用下利用下利用下利用下さいさいさいさい。。。。    

○○○○テントテントテントテントのののの設置設置設置設置はははは風対策風対策風対策風対策をををを行行行行ってってってって下下下下さいさいさいさい。。。。    

○○○○会場内会場内会場内会場内でででで走行走行走行走行されるされるされるされる場合場合場合場合にはにはにはには、、、、必必必必ずずずずヘルメットヘルメットヘルメットヘルメットのののの着用着用着用着用をおをおをおをお願願願願いいいい

致致致致しますしますしますします。。。。    

○○○○関係者以外関係者以外関係者以外関係者以外のののの大会大会大会大会エリアエリアエリアエリア（（（（本部周辺本部周辺本部周辺本部周辺ややややセクションセクションセクションセクション周辺周辺周辺周辺））））でのでのでのでの練習練習練習練習

はごはごはごはご遠慮下遠慮下遠慮下遠慮下さいさいさいさい。。。。    

○○○○参加者参加者参加者参加者のののの方方方方であってもであってもであってもであっても、、、、競技競技競技競技がががが終了終了終了終了しししし撤収撤収撤収撤収かかかか完了完了完了完了するまではするまではするまではするまでは、、、、

セクションセクションセクションセクション内内内内やややや周辺周辺周辺周辺でのでのでのでの練習練習練習練習はごはごはごはご遠慮下遠慮下遠慮下遠慮下さいさいさいさい。。。。    

○○○○競技中競技中競技中競技中、、、、マインダーマインダーマインダーマインダーのののの方方方方ははははルールルールルールルールととととマナーマナーマナーマナーをををを遵守遵守遵守遵守しししし、、、、選手選手選手選手にににに大大大大

声声声声でででで怒鳴怒鳴怒鳴怒鳴ったりするったりするったりするったりする事事事事はははは絶対絶対絶対絶対にしないでにしないでにしないでにしないで下下下下さいさいさいさい。。。。    

        ○○○○撤収中撤収中撤収中撤収中のののの練習練習練習練習はははは作業作業作業作業のののの妨妨妨妨げとなりますのでげとなりますのでげとなりますのでげとなりますので禁止禁止禁止禁止とさせていただとさせていただとさせていただとさせていただ    

            きますきますきますきます。。。。    

○○○○ゴミゴミゴミゴミはははは必必必必ずおずおずおずお持持持持ちちちち帰帰帰帰りりりり下下下下さいさいさいさい。。。。    

    

    


