ミニバイクと自転車のフュージョンレース

●レース内容
いつもミニバイクレースのヘルパーで来られる方や、ご家族やカップル、応援に来られる方も一緒にレースを楽しみませんか??
ミニバイクレース 1.5 時間耐久＋自転車 60 分耐久の走行でチーム単位のレースとなります。まず、ミニバイクレースは一般的な 1.5 時間耐久レ
ースを行い、その周回数がポイントとなります。そして、自転車レースを 60 分間の走行を行い、その周回数の３倍がポイントとなります。バイクレ
ースのポイントと自転車耐久のポイントを合計し、順位を決定します。同ポイントの場合は自転車レースの上位の方の順位を優先します。
自転車耐久レースの方は小学生以上で補助輪無しの自転車に乗れる方なら誰でも参加可能です!!
トレースも開催します!!

幼児から大人まで楽しめる自転車スプリン

※自転車レースの方も事前にライダーの申込みが必要となります。

●参加資格

●レース開催日

ミニバイク 90 分耐久レース

2018 年 5 月 13 日（日）

☆原付免許を含む運転免許証の所有者で近畿スポーツランド規則
を熟知している方。

●主催 バイちゃり耐久実行委員会

☆近畿スポーツランドまたは、近畿スポーツランドの認めるサーキッ

●会場 近畿スポーツランド

１人での参加ＯＫ

☆未成年の場合は出場に関して親権者の同意かつ署名及び捺印

●開催クラス

がある方

☆バイちゃり耐久クラス

☆上記以外の方でミニバイクレースに初めて参加したい方は

ミニバイク 90 分耐久＋自転車 60 分耐久
バイちゃり耐久ルーキークラス バイクレース参加制限タイム 48 秒
バイちゃり耐久ミドルクラス バイクレース参加制限タイム 44.5 秒
※バイクレースの参加制限タイムを切った場合、その周回数は
※参加可能人数は、バイクレース＋自転車レースの合計で

行も義務付けとなります。

自転車 60 分耐久レース
未成年の場合は出場に関して親権者の同意かつ署名及び捺印
がある方

1 名～6 名まで可能
※バイちゃり耐久各クラスの自転車はママちゃりクラスの車両規

男性はフルコース、５０歳以上の男性・女性・子供（１０歳以下）は特別
ショートカットコースでレースを予定！

定となります。

☆ミニバイク 90 分耐久（バイクレースのみの参加）
ルーキークラス …参加制限タイム 48 秒
…参加制限タイム 44.5 秒

※各クラスの参加制限タイムを切った場合、その周回数は
無効となります。

バイクレースのみ・自転

☆自転車 60 分耐久レース

車レースのみの参加可

ママちゃりクラス※一般量産販売の自転車
ガチちゃりクラス※車両制限なし
自転車６０分耐久レースのみの参加も OK!
※参加可能人数は、1 名～6 名まで

☆自転車スプリント（ショートコース）※１～5 周
ママちゃりクラス （一般量産販売の自転車)※ハーフコース
ガチちゃりクラス （車両制限無し）※フルコース or 特別コース
チャイルドクラス

事前にご相談下さい。
※バイちゃり耐久のバイクレースに参加したライダーは、自転車レースの走

補助輪無しの自転車に乗る事が出来る小学生以上の方。

無効となります。

ミドルクラス

トライセンス所持者。

（年齢 10 歳まで、子供用自転車に限る）

ストライダークラス

（ストライダーや類似品、ペダルが付いて

いない車両に限る。但しキックボードは不可）

●エントリー締切り
エントリー締切りは、レース 1 週間前まで

※延長の場合あり

●参加費

バイちゃり耐久レース各クラス ・ ミニバイク９０分耐久
レース各クラス

12,000 円（バイク 2 名まで）

ミニバイクレース参加ライダー追加 1 名に付き＋2,000 円
自転車レース参加ライダー追加 1 名に付き＋1,000 円
（1 チーム…最大 6 名迄）

自転車６０分耐久レース各クラスのみ参加チーム
1 チーム

3,000 円（2 名まで）

追加 1 名に付き＋1,000 円（1 チーム…最大 6 名迄）

自転車スプリント

各クラス

1,000 円

●章典
バイちゃり耐久

各クラス 1 位～3 位 （ミニバイク+自転車）

ミニバイクレース 90 分耐久
自転車 60 分耐久

各クラス １位～３位

各クラス

1 位～3 位

自転車スプリント 各クラス 1 位
※チャイルドクラス・ストライダークラスの子供達には参加賞あり
※参加台数により変動する場合あり

■フロント部分にゼッケンを貼りつけるスペースを確保すること。

●受付
バイクレース各クラス

先着 40 台迄とします。

※出走５台以下はレース不成立となる場合があります。

■排気音の極端に大きいものは不可（主催者判断）
■ラジエーター装着車は、リザーバータンク、またはキャッチタンクを付ける
こと。容量（100cc 以上）尚、サーモスタッドは取り外し可能。
■シリンダーヘッド、ガスケット等は同年式以外の組み合わせは不可。

●申込み方法
①申込書に必要事項を記入のうえ参加費を同封し、下記住所に現
金書留で郵送

■オーバーサイズピストンは不可
■スロットルワイヤー変更可能。
■ホイルカラーの変更可能

ダストシール・メーターギアの取り外し可能。

②近畿スポーツランドで参加費と一緒に直接申込み

■セルモーターの取り外し可能。

③WEB（メール）エントリー

■タイヤウォーマーの使用を許可します。但し、近畿スポーツランドの電源を

※近スポ HP でご確認下さい。

〒610-0251

使用せず、発電機等を持参し使用して下さい。
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■ミッション車はリアスプロケットガードを必ず取り付けること。

近畿スポーツランドレース係

■前後２つの独立した効果的なブレーキがなくてはならない。

TEL/FAX 0774-88-3633

ミニバイクレース規則
●ミニバイクレース走行装備
革製のライダースーツ、革製ブーツ、革製グローブ（手首まで隠れるもの）、
脊髄パット
ヘルメットはＪＩＳ規格Ｃ種以上またはＭＦＪ公認のフルフェイスシールド付きに

■スクータータイプを除く、全ての４スト車両は、全てのオイル受ける容量の
アンダーカウル装着を義務付ける。また、パイプ、ホース類もクリップ止め
等の簡易なものは確実に外れない方式に交換する事。
■燃料はガソリンとし、通常ルートで購入出来る無鉛ガソリンに限る。
その他主催者が危険、または著しく不公正と判断した車両は出走停止、不
合格、改善指示をすることが出来、その決定に対して、異議を申し立てする
ことは認められない。

限る。
各装備が著しく劣化しているもの、著しく傷のある物の使用不可。

●競技中規則

※上記装備に不備がある場合、スポーツ安全保険の適用は出来ません。

①ピットロードは人も往来している場合があります、必ず徐行すること。

●ゼッケン
受理書にて指定されたゼッケンを、フロントカウル・シートカウルの両サイドの
見やすい部分にアラビア数字で遠くからでも確実に認識できるように表示
してください。（市販品やカッティングシートが望ましい。ゼッケン・ゼッケンベ
ースの色は指定しません）

●参加可能車両
２ストローク５０ｃｃ未満のノーマルエンジン ミッション及びスクーター
４ストローク１２５ｃｃ未満のノーマルエンジン ミッション及びスクーター
チャンバー・マフラー変更可能
ミニバイク共通車両規則を満たしていること。
エンジン以外の改造・変更は可。但し、主催者が危険な改造と判断した場合、
出走禁止となる場合があります。
※上記基準に合致しない車両でも性能的に有利とならない車両と主催者
が認める場合は参加可。
その場合、必ずエントリー事前に出場許可を得て下さい。最終的に主催者が、
参加可能、ポイント減算、賞典外、参加不可を判断いたします。

②本コースにコースインするときは、後方を確認し、本線に後続のマシンが
ない、もしくは充分な距離がある場合にのみ、必ず手でコースインの合図
をし、本コースに入ってください。（本線絶対優先です）
③本コースにコースイン後、最初の 1 コーナーはイン側を走行せず、アウト側
を大きくまわってください。
④直線上での急な進路変更、蛇行走行、幅寄せ、前走者の直後に着く等は
厳禁です。非常に危険です。
⑤コース上で転倒した場合、後方確認せず、すぐ移動しないでください。（後
続車との衝突を避けるため）確認後コース外の一番近い安全な場所へ避
難してください。（オフィシャルの指示に従うこと）
⑥マシントラブル等で停止する場合、コース上に停車しないで、コース外の
安全な場所に停車すること。
⑦競技中はオフィシャルが掲示するフラッグ（旗）に必ず従うこと。
⑧直線上左側の黄色の線は進入禁止区域です。危険回避の場合以外進入し
ないでください。走行中いかなる場合も逆走してはならない。（オフィシャ
ルの指示の上では可能）
⑨走行中いかなる場合もコースを横断してはならない。（オフィシャルの指
示の上では可能）

●ミニバイク共通車両規則
■保安部品、ミラー、スタンド、ナンバープレートは取り外すこと。ライト、ウィ
ンカー、テールランプは取り外すか、テーピングで飛散防止すること。
■各油脂類、変更可能（エンジン、ミッション、ブレーキオイル、等）及び冷却
水等に漏れのないこと。
■各部品が溶接、ボルト、ナット等で確実に取り付けられていること。
■各部分著しく尖った部分、鋭利な部分がないこと。
■走行中路面等に接触するステップ、突起物等は取り除くか、加工（切断、研
磨）等すること。
■オイルフィラーキャップ、オイルドレンボルトは必ずワイヤーロックすること。
■キャブレターガソリンキャッチタンクが確実に取り付けられていること
容量（100cc 以上）

⑩プッシング、ブロッキング、非スポーツマン行為等。危険行為、妨害行為を
してはならない。（危険行為、妨害行為に対する判定の抗議は一切受け付
けない。）
⑪決勝中、コースをショートカット、バイパス走行してはならない。

●ライダーズミーティング
参加者は必ずライダーズミーティングに参加してください。ライダーズミー
ティングに不参加の場合、競技に出場することは出来ません。

●競技中断
競技中の重大な事故、著しい気象条件の変化により競技を中断する場合は、
コントロールタワー前及び指定ポストで赤旗を掲示します。各ライダーは細
心の注意をし、スローダウンして、ピットインしてください。

■レバー、ステップ、ペダルの先端は丸みを帯びた形状であること。
■カウル類の取り外しは可能ですが、（スクーター車両は市販時のシルエット
を保っていれば可）各部分が危険な形状にならないこと。

●競技の成立
赤旗等の場合競技の 2 分の 1 を終了していれば競技成立になる場合があり

■ハンドルのバーエンドキャップを必ず取り付けること（ジュラコン製）

ます。その場合、如何なる理由であっても、抗議や参加料の返還請求は受け

■４スト車両はオイルキャッチタンクが確実に取り付けられていること。

付けません。

■ハンドルは左右一杯に切った状態でライダーの指を挟むことのない程度
の隙間があること

自転車レース規則

○自転車ライダーズミーティング １２：４０～予定

○参加資格

参加者は必ずライダーズミーティングに参加してください。ライダーズミー
ティングに不参加の場合、競技に出場することは出来ません。

１

補助輪を使用せず安全に運転できる方。

２

小学生以上（未成年は親権者の同意かつ署名・捺印が必要です。）

３

大会の趣旨を理解し、ルール、マナーを守り、楽しく安全な走行が出来る

耐久レース競技方法（自転車・ミニバイク共通）

方に限ります。

・スターティンググリットは申し込み順で決定します。

※上記１

自転車スプリントレース（ストライダークラス）は除く

○自転車レース装備
長袖、長ズボン、運動靴、グローブ（軍手可）
アゴ紐の付いているヘルメット
転倒に備えてバレーボール用などのサポーター類でも OK ですので、ヒジ＆

・スタート方法は、ル・マン式スタートとします。
・レース規定時間経過後、コントロールラインで先頭車両にチェッカーフラッグ
が振られ、以後コントロールラインを通過した車両がレース完走となりま
す。
・バイクレースは規定時間を等分に走行してください。
・バイクレースに1人で参加の方は1分程度の休憩義務があります。

ヒザのパット装着を強く推奨します。
ヘルメットに関して、二輪用（自転車用）、四輪用、スキー＆スノーボード用な

ペナルティ

どの製品の使用を強く推奨します。

以下の行為があった場合、ペナルティ（周回数減算等）になる場合がありま

○車両規則
★ママちゃりレース（耐久・スプリント）
メーカーより量産販売されている自転車。
ママちゃり・シティーサイクル・マウンテンバイク・折畳み自転車・一般自転
車など。
ギヤ付可。但し耐久レースは６段変速以上の車両は、総周回数から 1 周減
算となる。電動アシスト付き自転車、ロードバイク、クロスバイク、BMX は不

す。
・コースをショートカットや逆走した場合
・他のチームに迷惑を掛けるような行為をした場合
・本規則を遵守しないチーム
・危険な行為や、第三者に不快感を抱かせるような言動をしたチーム
・登録選手以外が乗車した場合
・コースオフィシャルや、サーキット関係者の指示に従わなかった場合
※ペナルティの対象事項は、上記のみではない。

可。ギヤ、フレーム、ブレーキ、タイヤ、ハンドル、ペダル等の改造、改良は
不可。
小さいお子さんと一緒にレース出る時は、子供用自転車との併用可（タイ
ム計測器の付替えが必要）。エントリー時に必ず申請すること。

暫定タイムスケジュール

★ガチちゃりレース（耐久・スプリント）
車両制限なし！プロ・アマ問わず参加 OK！
競技専用車両・ロードレーサー・クロスバイクなどタイヤが細く、スピードが
出る車両など

６：００～

受付・車検（バイクレース出場チーム）

７：００～

ライダーズミーティング（バイクレース出場選手）

★チャイルドクラス(スプリント)
年齢１０歳まで・子供用自転車に限る
★ストライダークラス(スプリント)
ストライダー・類似品も OK！

走行における注意事項
60 分間で、ライダー交代は随時自由とします。但し登録選手は最低 1 周以上
を走行してください。
①自転車走行においての基本理念は、弱者優先です。
②レース中は、絶えず前後左右の車両を確認し、接触や追突など起こさな

７：４０～７：５５

ルーキークラス練習

７：５５～８：１０ ミドルクラス練習
８：１０～８：２５ ルーキークラス練習
８：２５～８：４０ ミドルクラス練習
９：００～１０：３０ ルーキークラス1.5時間耐久レース
１０：５０～１２：２０ ミドルクラス1.5時間耐久レース
（１１：２０～１１：５０）…受付・車検（自転車レース出場チーム）

いよう心掛けて走行して下さい。
③他者を追い越す際は十分に車間距離をとり、無理な追い越しを絶対にし
ないで下さい。もし、他者と接触や走行を妨げてしまった場合、「ごめんな

１２：４０～

ライダーズミーティング（自転車レース出場選手）

昼休み コース解放（自転車の走行OK）

さい」と一言忘れずにお願いします。
④走行中、マシントラブルや疲れたからと言ってコース場に停止したり休憩
したりしないで下さい。

１３：３０～

自転車スプリントレース
○ストライダークラス

⑤如何なる場合も逆走は禁止です。

○チャイルドクラス

⑥レースに熱中されますと、脱水症状に陥りやすいので無理な走行はせず、

○ママちゃりクラス

適度な水分補給をして下さい。

○ガチちゃりクラス

⑦レース中に起こった事故において、その相手に責任を追及や、損害賠償請
求をすることは出来ません。また、傷害保障会の適用もありません。あら
かじめ個人的に別途、有効な死亡・傷害保険に加入しておいて下さい。
⑧あまりムキになったり、熱くなり過ぎたりしないで下さい。

１４：3０～１５：3０ 自転車60分耐久レース
16:00～

表彰式

｢ごめんなさい｣や｢横、通過します｣など、弱者優先で相手に思いやりを
持って走行を心掛けて下さい。
その一言でお互い気持ちのいいレースになると思います。
⑨レース中のライダー交代の際、大人用自転車から子供自転車へ変更され
る場合（その逆も）、必ず計測器の付替えを忘れないようにお願いしま
す。

暫定タイムスケジュールです
参加申込台数により、変更になる場合があります。

主催者の権限

大会中止

●主催者は競技運営に関する全ての権限を有する。

●本大会は悪天候でも開催される。但し、主催者が大会開催を困難と判断

●主催者は理由を明かすことなく参加を拒否する事が出来る。
●主催者は大会秩序を乱す者、または乱す恐れのある者に対し開催当日で
も参加拒否できる。
●主催者は参加者、同行者の肖像権及び参加車両の写真、映像、音声の権
限を有する。また、第三者に使用許可に関する権限も有する。

した場合中止する。例（記録的豪雨、積雪、台風、凍結、地震、その他の災
害で開催が困難な場合やコース・設備の破損）
●大会中止の場合は、後日に順延され、参加料は返還されない。また、急な
天候の変化、重大な事故等の場合も競技が中断、中止される場合もある。
この場合未消化の競技は後日に順延され、参加料は返還されない。

参加者の責任と義務

大会中厳守事項

●参加者は所定の申込用紙（同サイズ、コピー可）に必要事項を漏れなく記

大会中下記条項を参加者及び同行者は厳守すること。

入し、誓約書に署名、捺印（20歳未満は親権者の署名、実印捺印も要する）
し、参加料を添え、各申込締切日までに近畿スポーツランドに持参、又は現
金書留にて郵送、又は銀行振込をするものとする。
●申込用紙に虚偽の申告をした者は判明次第、失格となる。
●参加者は本規則書、近畿スポーツランド規則を遵守することはもとより、
参加者に同行するもの全員にも同様に遵守させる責務を負う。
●参加者及び同行者は主催者、オフィシャル、その他関係者の指示や決定に
従うものとする。
●参加者及び同行者は主催者、オフィシャル、その他関係者、他の参加者、
同行者に対して、非難、中傷、暴言を吐いてはならない。
●参加者及び同行者は各自の家族に誓約書の内容、競技に伴うリスクを充
分説明し、理解を得ること。

●ライダー及び大会関係者以外の走行中のコース入場は絶対禁止（各参加
者は同行者に充分説明すること）。
●コース以外の場所（駐車場パドック等）でのウォーミングアップ走行は禁止。
また、競技出場車両での場内移動の使用は禁止。
●ピット内や車両整備の付近や、ピットロード、ガソリンの近くではタバコを含
み火気厳禁。また、タバコのポイ捨てももちろん厳禁。
●参加者は飲酒、薬物使用は厳禁。前日の飲酒も控えめにすること。
●タイヤ、部品、粗大ゴミの場内投棄を禁ずる（各自適法に処分すること）。
その他のゴミもポイ捨て厳禁。
●各参加者の搬送車両は必要以上にスペースを取らないこと。同行者の車
両は第一駐車場に駐車し、パドックには駐車しないこと。
●主催者の権限により各車両移動を命じることがある。特にマイクロバス等
の大型車両の場合、主催者が駐車場所を指定する。その場合速やかに従
うものとする。

抗議
●抗議をすることが出来るのは参加者に限られ、書面によりその内容を具
体的に記載し抗議対象1件につき保証金10,000円を添え、競技長に対象レ

●幼児やペットは、ピット・ピットロードの進入を禁止する。ピットの２階やその
他の場所では保護者が同行すること。

ース終了後30分以内に提出すること。保証金は、審議の結果当該抗議が
認められる場合または妥当な抗議であるが裁定は変らない場合は返還

競技中断

される。抗議事態が妥当でないと競技長が判断した場合没収される。主

●競技中の重大な事故・著しい気象条件の変化で競技を中断する場合はコ

催者側の判定や決定に関する抗議は受け付けない。

ントロールタワー前で赤旗を掲示する。各ライダーは細心の注意をし、ス
ローダウンして、ピットインすること。

損害の補償
●大会中参加者及び同行者の死亡、傷害、車両（搬送車両含む）等の損害に
ついて、主催者及び全ての関係者は一切の責任を負わない。たとえそれ
が主催者、大会役員、関係者の過失によるものでも同様とする。

競技の成立
●赤旗等の場合競技の2分の1が終了していれば競技成立となる場合があ
ります。
●上記の場合、いかなる場合でも抗議や参加料の返還は受け付けない。

傷害補償
●近畿スポーツランドでは誰でも（バイクライダーのみ）加入できるKSLセー

車両検査

フティーメンバーに加入する事を強く推奨します。

●全ての参加車両は所定の時間内に車両検査を受けなければならない。

KSLセーフティーメンバーの補償内容は、死亡2000万円・

●失格、改善の指摘等車検長の判断に速やかに従わなければならない。

後遺障害（最高）3000万円・入院4000円（1日）・通院1500円（1日）

●車検合格の車両には合格のステッカーまたは印がされ、大会終了まで、剥

※この保険は近畿スポーツランドが幹事となり、（財）スポーツ安全協会
のスポーツ安全保険に団体加入するものです。
H30年４月１日～H31年３月３１日までの一年間の掛け捨て保険となり、近畿

がしてはならない。
●車両検査は主に安全面を重視するものであり、車両規則違反の判別をす
るものではない。

スポーツランドの通常練習走行やレースでケガなどをされた時に支払わ
れる保険です。ご自身の為、ご家族の為に是非ご加入を検討してみてく

競技終了後の車両保管

ださい。

●上位車両は競技終了後直ちに競技車両の車両保管をする（特に問題がな

保険料

高校生以上2000円・中学生以下1000円

い場合、競技長の判断で車両保管されない場合もある）。

加入希望者はレース1週間前までに近畿スポーツランドにて直接申込み下

●車両保管解除まで、車両補完場所から競技車両の移動はできない。

さい。※保険の手続きの関係上、申込み日から保険適用まで１週間必要で

●再車検の場合は、ピットに戻らず、指定車検場に速やかに移動し、分解等、

すので、前もって加入手続きをお願い致します。
主催者、及び全ての関係者はそれ以上の保障は一切しない。各参加者が
個人的に別途、死亡・傷害保険に加入する事を強く推奨する。

車検長の指示に異議なく従うこと

第 6 回バイちゃり耐久≪1.5 時間+60 分≫
バイちゃり耐久出場クラス

□バイちゃり耐久ルーキークラス 1.5 時間耐久
□バイちゃり耐久ミドルクラス 1.5 時間耐久
（参加ライダーのタイムが１周４８秒以上の方対象） （参加ライダーのタイムが１周４４.５秒以上の方対象）
ミニバイクレースのみ参加
□ルーキークラス 1.5 時間耐久
□ミドルクラス 1.5 時間耐久
（参加ライダーのタイムが１周４８秒以上の方対象） （参加ライダーのタイムが１周４４.５秒以上の方対象）
自転車耐久レースのみ参加
□ママちゃりクラス
□ガチちゃりクラス
自転車スプリント
□ママちゃりクラス
□ガチちゃりクラス
□ストライダークラス
□チャイルドクラス
※バイちゃり耐久のミニバイクレースに参加の方は必ず自転車レースに参加しなければなりません。
チーム名 （15 文字以内）
参加ミニバイク SUZUKI・HONDA・YAMAHA・KAWASAKI・その他（
参加自転車
ママちゃり・一般自転車・マウンテンバイク・その他（

）
車種
） タイヤインチ数

排気量
㏄
インチ ・ ギヤ段数

段

チーム代表者（受理書送付先）←レース参加受理書等は代表者宛に送付します
フリガナ

〒

－

住所
氏名

バイク

電話（自宅・携帯）

第 1 ライダー／第３ライダー

・自転車スプリントライダー

（

）

※該当の所に〇してください

フリガナ
氏名
住所

緊急連絡先

バイク

生年月日
血液型

〒

－

氏名

続柄：

第２ライダー／第４ライダー

緊急連絡先

年
／

型

電話（

月
RH ＋・－

日
性別

（
男 ・ 女

歳）

）
－
秒台 ・ 走行経験無し

）

－

※該当の所に〇してください
生年月日
血液型

〒

S・H

電話（自宅・携帯） （
近スポ１周平均タイム

フリガナ
氏名
住所

－

－

S・H

年
月
型 ／ RH ＋・－

電話（自宅・携帯） （
近スポ１周平均タイム

氏名

続柄：

電話（

日
性別

（
歳）
男 ・ 女

）
－
秒台・走行経験無し

）

－

誓約書
私は本大会に定める諸規則を理解し遵守します。主催者の決定した判断や判定に異議なく従います。また本大会中（大会前日含む）の事故、事件により、死亡、負
傷、障害、盗難、その他損害において、私自身及びピットクルー及び同伴者の受けた損害を主催者及び大会役員、係員、運営、他の競技者等に対して、非難、中傷、
責任追及、提訴、損害賠償を要求しないことを誓約いたします。上記の事故等が主催者及び大会役員、係員、後援者、他の競技者等の過失や手違いによる場合でも
同様です。また、今回の競技出場にあたり上記の事を私の家族及び親権者に充分説明し了解を得て出場する事を誓約します。
平成 30 年

月

日／参加者署名

印

親権者署名

実印

平成 30 年

月

日／参加者署名

印

親権者署名

実印

自転車耐久のみ出場される方

①平成 30 年

月

日／参加者署名

印

住所 〒

②平成 30 年

／生年月日 S・H
月

日／参加者署名

印

住所 〒

③平成 30 年

月

日／参加者署名

印

日／参加者署名

印

住所 〒

年

月

日（

歳）／性別

年

月

日（

歳）／性別

男・女
実印

年

月

日（

歳）／性別

親権者署名
／生年月日 S・H

男・女
実印

親権者署名
／生年月日 S・H

月

実印

親権者署名
／生年月日 S・H

住所 〒

④平成 30 年

親権者署名

男・女
実印

年

月

日（

歳）／性別

男・女

※全て本人自書のこと。※署名した日付を必ず記入して下さい。※参加者が未成年の場合親権者の署名捺印が必要です。
自転車耐久レースのみの方で第 5 ライダー第 6 ライダーがいる場合は、もう一枚用意して頂き記入して下さい。

参加料金／バイちゃり耐久・バイクレース
／スプリント１台 1,000 円

申込書送付先

1 チーム 12,000 円（バイク 2 名分）※バイクライダー追加 1 名に付き 2,000 円 ※自転車ライダー追加 1 名に付き 1,000 円

／自転車 60 分耐久レースのみ

1 チーム 3,000 円

〒610-0251 京都府綴喜郡宇治田原町高尾栢尾 10

※自転車ライダー追加 1 名に付き 1,000 円

近畿スポーツランドレース係り

参加料は現金書留で郵送するか、直接近畿スポーツランド受付にてお支払ください。

