◆2021（TeamBattleMatch３耐）参加申込誓約書《秋》（A４印刷）
㊟参加申込は必ず下記の注意及び誓約書をお読みください。
●募集期間

春夏秋８耐一般募集と同じ。予定募集枠《2耐.4耐.TBM3耐･40枠》但し、８耐募集が定員に達した時点で終了。募集終了はHPにUPします。（要確認）

●参加資格

小学４年以上・健康体で完走能力の有る人㊟心臓病持病等参加禁止、判明した場合失格（１人・ﾁｰﾑ）65歳以上健康診断を受けてご参加ください。

●車両規定

ﾛｰﾄﾞﾚｰｻｰ・ﾌｧﾆｰﾊﾞｲｸ・ｸﾛｽﾊﾞｲｸ・MTB・小径車・折りたたみ車。赤色点滅ﾘﾌﾚｸﾀｰ（乾電池）取付固定・ｻｲｸﾙｽﾀﾝﾄﾞ（ﾒﾝﾃﾅﾝｽｽﾀﾝﾄﾞ）必要

●ﾊﾝﾄﾞﾙ規定

ﾛｰﾄﾞ(ﾄﾞﾛｯﾌﾟ・ﾌﾞﾙﾎｰﾝ)、ｸﾛｽﾊﾞｲｸ(ﾄﾞﾛｯﾌﾟ・ｽﾄﾚｰﾄ)、MTB(ｽﾄﾚｰﾄ・ﾌﾞﾗﾊﾏﾊﾞｰ・ｱｼｽﾄﾊﾞｰ)、小径車・折りたたみ車(ﾄﾞﾛｯﾌﾟ・ｽﾄﾚｰﾄ) ☆ﾘﾑ・ﾀｲﾔｻｲｽﾞ自由
ｽﾄﾚｰﾄﾊﾞｰに付けるｱｼｽﾄﾊﾞｰ(ﾊﾞｰｴﾝﾄﾞ)可。但し、長さ規定有り ㊟DHﾊﾞｰﾀｲﾌﾟ不可・突起物不可

●表

彰

●参加ｸﾗｽ
★ 申込方法

TBM３耐 総合1位～3位 ｛ 3ﾁｰﾑ以内/1位のみ ・ 6ﾁｰﾑ以内/2位まで ・ 7チーム以上/3位まで表彰 ｝
TBM３時間耐久ﾚｰｽ

TBM3

秋

２人（1人不可）

㊟小学生のみの参加不可、No.1ﾗｲﾀﾞｰは原則20歳未満不可（20歳未満のﾁｰﾑは可）

下記の参加申込誓約書に必須事項を記入の上、現金書留又は銀行振込（８耐とは別）で下記まで郵送してください。FAX、ネット受付もしております。
㊟ 現金書留又は封筒の表面に「TBM」と必ずお書きください。
㊟ 銀行振込の振込人名義は《氏名＋電話番号数字》で参加費を振込んでください。また、振込控えのｺﾋﾟｰと一緒に郵送してください。
㊟ FAX申込は参加費振込後、下記銀行振込人名義欄に振込人名義を記入してください。HPから白黒印刷してお申込ください（秋ページより印刷）
《振込先 ・ 三井住友銀行 牛久支店 普通 3601987 口座名 ニホンクローズドサーキット》
（募集締め切り間際でのお申込みは、HP又は電話で募集の有無を確認してください）
《〒300-1236 茨城県牛久市田宮町140-3 JCCERC筑波秋TBM 》 offcial home page (www．jccerc．Info)申込時ﾁｪｯｸ!
☆募集の有無を確認して
お申込みください
問合せ（12：00～20：00） ☎080-8478-0808 / 029-871-5422 FAX.029-871-2345
ショップ所属のチームは、
下記にショップ名を記入してください。
学校 / ｼｮｯﾌﾟ / 企業・ｽﾎﾟｰﾂ団体 / ※1つ○で囲む

参加申込誓約書

㊟申込にあたって必ず下記の
注意及び誓約書をお読みください。

はっきりと
読みやすい書体で

㊟参加ﾁｰﾑ名12文字以内、濁点は1文字として数える、

ゼッケン（事務局用）

ピット（事務局用）

年齢未記入・TEL未記入・なし無効

参加者（私）は、大会出場に際し競技を行う体力を有します。大会特別規則書その他の付則に同意し、参加にあたってあらゆる事故について自分自身で責任をとり、いかなる場
誓
合でも他を非難・追及もしくは損害賠償を請求しない事を誓約します。この事は大会役員等の手違いに起因する場合でも請求しません。主催者が加入する保険金以上の請求は
約
しません。気象条件の悪化及び災害・人災等や伝染病・疫病等による大会の中止・競技時間の変更も異存ありません。その場合、参加費が返金されない事を了承します。キャン
書 セル・不参加・人数減少による返金が無い事及び他ﾁｰﾑへの参加費の移動ができない事を認めます。この事は、家族及び保護者等関係者も了承し参加します。
申込者は右記を確認後を記入してください（必須）

申込者、及び参加ライダー、チーム員は
誓約書を読了理解したうえで誓約書に同意し、申し込みます。


ﾌﾘｶﾞﾅ

ﾌﾘｶﾞﾅ

申込者 （代表保護者）※20歳未満不可

〒

氏名

住所

『申込者・代表
保護者』欄の記
入説明

性
郵便番号、住所、ﾏﾝｼｮﾝ名は必ずお書きください

男
女

西暦

年

月

日

歳
記入なし無効

TEL
携帯

TELと携帯記入

申込者（20歳未満不可）は競技内容及び誓約書を必読ご理解のうえ、誓約書に同意してお申込みください（複数ﾁｰﾑの申込可）
申込者が『No1（ﾁｰﾑ代表責任者）』 と同一の場合にも『申込者』欄への記入が必要です。申込者がｼｮｯﾌﾟの場合、ｼｮｯﾌﾟ代表者が代表者名を記入してください（複数ﾁｰﾑ可）
全ライダーが20歳未満で構成されているチームは、20歳以上の保護者代表が『申込者』欄に記入してお申込みください。
※『No1（ﾁｰﾑ代表責任者）』と『申込者』が同一の場合は、『ﾁｰﾑ代表責任者No1』欄には氏名のみを記入してください。
※正式参加受理書等の郵送物は下記のメールアドレスまたは『No1（ﾁｰﾑ代表責任者）』の住所へお送りします。

12文字以内・濁点は1文字

ﾌﾘｶﾞﾅ

参加ﾁｰﾑ名
絵文字・特殊文字不可

秋

TBM3

参加費（税込）

2人 19.800円

税抜き価格

（18.000）

傷害保険、入場料、消費税（10％）含
む。

メールアドレス（必須）

参加に関する連絡や資料、計測データ、支
払い状況、DM等で使用致します。
記入なし無効

㊟参加申込誓約書の郵送又は銀行振込と同時にキャンセル
はできません。又、不参加及び人数減少による返金不可

ﾌﾘｶﾞﾅ

No1ライダー

参加ｸﾗｽ１
つ・参加費
○で囲む

@

ﾌﾘｶﾞﾅ
誓約書に同意済み

氏名

性
郵便番号、住所、ﾏﾝｼｮﾝ名は必ずお書きください

〒

男

住所
誓約書に同意済み

ﾌﾘｶﾞﾅ

No2
氏名

性
誓約書に同意済み

西暦

年

TEL

男
女
連絡が取れる電話

月

日

歳
記入なし無効

ﾚｰｽに出場する事及び、
誓約書に同意致します。
（未成年保護者同意書）
保護者自署（ﾌﾙﾈｰﾑ）/委
任を受けた申込者は代
筆可

女

西暦

年

月

日

歳
記入なし無効

TEL
携帯

1ﾗｲﾀﾞｰ保護者氏名

2ﾗｲﾀﾞｰ保護者氏名

誓約書に同意済み

誓約書に同意済み

◇スタートは8耐のゴール3時間前《集合スタート14：00》 ・ 参加受付は12：00～13：00（8耐スタートが9：00の場合）
TeamBattl ◇ゴール後のウィニングランに参加出来ます。（ゴールは8時間耐久の終了時間と同じ）
eMatchの ◇走行中は必ずチーム毎にまとまって縦一列（トレイン）走行してください。 ㊟ チーム員がバラバラに走行する事は禁止です（ペナルティ対象又は失格）
◇ピットストップペナルティー（黒旗）は、チーム員全員でピットロードへ入り、指定場所で停車してください。
特徴
◇ゴールの判定は計測機を着けた選手となります。
◇ﾌｧｲﾅﾙﾗｯﾌﾟ（終了の1周前）、ゴール（ﾁｪｯｶｰﾌﾗｯｸﾞ）は8時間耐久を基準とします。
注意
☆任意保険☆ 当大会加入の保険が申し込
み時の参加ライダーに適用されます。 ㊟登
● 参加申込は、必ず注意及び誓約書を必読ご理解のうえお申込みください。
録者の詐称や無登録者は保険が適用できま
●申込者が各ﾗｲﾀﾞｰに競技内容を説明し委任を受け記入してください。記入漏れやがない場合は無効です。
せん。 また、上記保険の他、参加者各自で
任意保険に加入することをお勧めします。
●No.1ﾗｲﾀﾞｰが大会当日の代表責任者になります。大会当日責任者 (原則20歳未満不可)
●参加申込誓約書の郵送、FAX申込、ネット申込、銀行振り込みや参加費支払い後のキャンセルはできません。
（不参加による返金及び人数減少やクラス変更による返金もできません。他チームへの参加費の移動はできません）
●参加申込はチーム員及び家族・保護者に内容を説明しご参加ください。 ●TELは連絡が取れる番号にしてください。（他者の電話番号不可）
㊟車両及び競技規則等８耐と同じ。
未成年保護者同意書
■未成年の方は保護者の同意書が必要。未成年保護者同意書に自署。（未成年ﾁｰﾑは委任を受けた代表保護者が必ず1名付き添う）
未成年保護者同意書の記入を忘れた場合
■参加申込誓約書の「申込者( 最初の申込と同じ方)」「チーム名」「No.○ﾗｲﾀﾞｰ保護者氏名」を記入のうえ、FAX又は郵送してください。

競技規則≪無断転載禁止≫ （変更あり）
●
1

参加者／ｺﾋﾟｰ可（ﾚｰｽ当日使用）

大会に備え体調を整え健康体でご参加ください。無理な参加禁止。 健康保険証持参（65歳以上の方は健康診断を受けてご参加ください）
本大会は募集要項・競技規則と他の大会特別規則書及びサーキット規則・規約により行われます。
駐車は係員の指示に従って駐車してください。又、駐車場の場所取は出来ません。自転車等に乗っての移動は出来ません。
駐車場等において車両・貴重品の損害及び盗難等に対して自己管理してください。（原則喫煙禁止）
受付は指定された時間内に済ませてください。受付の際、参加受理書及び必要書類（記入済み）を提出してください。

2 参加受付の時間は12：00～13：00まで（8耐スタートが9：00の場合）。遅れた場合は受付できません。
当日の変更は受付で登録変更届の手続きをしてください。登録変更した場合は新規登録扱いとなります。 （㊟ １人での参加は出来ません）

3 自動計測機の取付け方法。正式参加受理書と一緒に説明文を発送します（当日渡される計測機を紛失した場合規定の料金をお支払いいただきます）
パドックでの移動は徒歩のみです。競技車両及びその他の乗物等に乗る事及び車両の乗り入れは禁止です。

4 テント１チーム一張りのみ。（詳細はピット表確認）パドック内原則喫煙禁止。（喫煙は指定の吸殻入れのある場所のみ）
各自のごみはごみ袋に入れ口を結んでごみ箱に入れてください。(ごみ袋は各自持参) 連絡通路には物等を置かないでください。

5 ピット内及びピットロード側には車両及び工具等を置かないでください。又、ライダーの休憩もライダーチェンジの妨げになります。
6

ピットロード側にはピットクルーかライダーチェンジ待ちライダーのみ入れます。ピットロード側もコース上です。
ライダーチェンジが終わったら速やかにパドック側に移動してください。（ピット内及びピットロード側禁煙）

7 ピットロードは時速15km以下で走行してください。又、追い抜き追い越しは禁止です。違反者はペナルティーとなります。
ピットインする場合はピットイン入り口に近づいたら後方のライダーに合図し、ピットイン入り口側を走行してピットロード入口より入ってください。

8 ピットアウトからコースインする時は、急に進路を変えずにイン側から徐々に入ってください。コース走行ライダーが優先です進路を妨げないでください。
他の場所からのカットイン及びカットアウトはペナルティー 5周減算となります。
コース走行は急な進路変更・蛇行・逆走・急停止・コースカット・割込み・イエローラインカット・等の危険走行禁止。逆走及びコースカットはペナルティー
5周減算になります。速度の速いライダーは高速レーンを走行してください。遅いライダーは低速レーンを走行してください。
㊟コース進行方向が時計回り《低速レーン（右側）、高速レーン（左側）》。コース進行方向が反時計回り《低速レーン（左側）、高速レーン（右側）》

9

追抜きをする時は必ず声をかけて左側から追抜きしてください (追越し禁止)コース進行が時計回りは左側から追抜き。反時計回りは右側から追抜き。
トラブル等で走行出来ない時は、安全確認後速やかにグリーン上に移動し車両を持ちグリーン上を歩いてピットロード入口から入ってください。
又、コースを横断しないとピットロード入口に入れない場合はポスト員の指示に従ってください。
但し、ピットロード入口を過ぎてから～ピットアウトゲート間でのトラブルはコース員等の指示に従ってください。
この場合コースを1周しなくても良いですが、ペナルティー5周減算になります。

10 体調不良で自力走行出来ない場合は、グリーン上の安全な場所に居てください。（手を振る事が可能な場合は手を振る）
注意事項。計測の為メインスタンド前のコース幅を15ｍから12ｍに縮小します。計測受信部を通過する時は、接触事故又はスリップによる事故等に

11

注意。自動計測機の位置が動いてしまう場合は速やかにピットインしパドック側で修理してください。自動計測機が破損した場合はピットインし
事務局でチェックを受けてください。㊟ 上記での計測ミスは自己の責任となりますので注意してください。
チーム員がリタイアするなど、コース上に選手が1名しかいない状況になった場合は自動的にチームリタイアとなります。
信号旗(灯火信号)下記にあげる信号旗は、日本クローズドサーキット耐久レース協議会規定に準じて行われます。従わない場合罰則が適用されます。
この判定に対する抗議は一切受け付けません。
◆ 赤旗： レース中止。細心の注意を払いながら必要に応じて停車できる状態で各自のピットに戻る。(夜間 赤色灯火)

12

◆ 黒旗と黒の表示板に白数字： 表示されたゼッケンのライダーは次の周回時にピットインする。（ピットインペナルティー）
◆ 黄旗： 危険信号。必要なら停止できるよう減速し、順位を変更せずに保持する。(夜間 黄色灯火)
◆ 赤の横縞のある黄旗： コースが滑りやすい。
◆ 緑旗： 全て支障無い。黄旗により管理されている危険区域の終わり。
◆ 白旗： コース上に緊急車両(低速走行車)等の競技車両以外の車両が走行中。
ピットロード閉鎖・開放。ゴール30分前よりピットロードを閉鎖します。以後のピットイン、ピットアウトは禁止となります。（ｱﾅｳﾝｽで放送）

13

ファイナルラップ。レース終了1周前にブルーフラッグが振られます。（8時間耐久のトップライダーを基準とします）
ゴールの合図は、フラッグタワーでチェッカーフラッグを振ります。（8時間耐久を基準とします）
㊟ゴールの判定は計測機をつけた選手とし、ゴールラインは計測機受信部とします。
チェッカーフラッグの誤振。規定時間完了に関係なく誤ってチェッカーフラッグが振り下ろされた場合でもレースはその瞬間にゴールとし終了したものと

14 します。規定時間完了に関係なく誤ってチェッカーフラッグが振り下ろされた場合の順位は、前の周のトップライダーを基準に決定します。
チェッカーフラッグの誤振及び順位に対する抗議は一切受け付けません。
順位。チェッカーフラッグが振り下ろされた時間で、TBM3耐のトップライダー（計測機）を基準に順位を決定します。

15 ㊟ピットイン中にレースが終了したチームは、ピットインする前の周を基準とし順位を付けます。（事情にかかわらず、ピットロード閉鎖後の走行不可）
㊟レース終了後に順位が発表されます。走行時間とは異なり、順位での時間は規定時間より短く表示されます。
持参する物
注

意

ﾍﾙﾒｯﾄ・ｸﾞﾛｰﾌﾞ・赤色点滅ﾘﾌﾚｸﾀｰ（ﾌﾚｰﾑ及びﾎﾟｽﾄにﾈｼﾞ取付かﾏｼﾞｯｸﾃｰﾌﾟ確実固定）・ｻｲｸﾙｽﾀﾝﾄﾞ（ﾒﾝﾃﾅﾝｽｽﾀﾝﾄﾞ）
ﾍﾙﾒｯﾄは強度のある物にしてください。ﾍﾙﾒｯﾄは出来るだけ深い物の方が転倒したとき頭を守ってくれます。又、
保障期間が過ぎた物や一度衝撃を加えた物は新しいﾍﾙﾒｯﾄと交換してください。（ＴＴ用ｴｱﾛﾍﾙﾒｯﾄﾀｲﾌﾟ不可）
ｻﾄﾞﾙﾊﾞｯｸﾞ・ﾘﾌﾚｸﾀｰ付ｻﾄﾞﾙﾊﾞｯｸﾞ・ﾊﾞｯｸﾞ類・ﾌﾚｰﾑﾎﾟﾝﾌﾟ・ﾏｯﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ（泥除け）・工具・ﾊﾞﾅﾅ等固形の食べ物・ｳｪｱﾗﾍﾞﾙｸﾞﾗｽ・タブレット類・

装備不可

携帯電話（ｶﾒﾗとして使用・撮影禁止）・カメラ類（動画撮影申請が受理された場合一部可）・
その他危険と判断した物（突起物になる物・注意散漫になり得る物：不可）
ﾎﾞﾄﾙ等水分を補給する入れ物。（ﾎﾞﾄﾙｹｰｼﾞ等で確実固定）・無線機・携帯電話（無線機としての使用及び走行ﾃﾞｰﾀの保存のみ）

装備許可

㊟ 無線機及び携帯電話は、ｻｲｸﾙｼﾞｬｰｼﾞ後ろﾎﾟｹｯﾄ収納。収納出来る大きさ。はみ出し不可。出し入れしての使用禁止。
又、走行時に落下しないようにすること。 ※詳しくはHPのQ&A「ｺｰｽ内での無線機使用について」を必読。
※装備不可の装着、その他危険物の装備又は持ち込み、使用禁止事項に該当した場合、ペナルティー又は失格となります。

