
ＭＦＪ公認 

2021年度近畿トライアル選手権シリーズ大会 
競技会特別規則 

 
本競技会は、（一財）日本モーターサイクルスポーツ協会（ＭＦＪ）公認のもとに、国際モー

ターサイクリズム連盟（ＦＩＭ）の国際スポーツ憲章、ＦＩＭ競技規則に基づいた「ＭＦＪ国内
競技規則」並びにそれに準拠した本競技会特別規則に従い開催される。 
 
 
 
 
 
 

■2021近畿選手権 特別規則（記載がない場合は国内競技規則に準ずる） 

  各クラス内容は下表のとおりとする。（参加賞はございません） 
 

 開催クラス 
ライセンス区分 
(競技ﾗｲｾﾝｽ) 

エントリー 
料 金 

昇 格 
ポイント 

備    考 

承認 国際Ａ級(IA)(IAS含) ＴＩＡ 4000円 無 シリーズ（大会開催数）－（１大会）のポイントによるランキング。 

公認 国際Ｂ級(IB) ＴＩＢ 

7000円 

有  

公認 国内Ａ級(NA) ＴＮＡ 有  

公認 国内Ｂ級(NB) ＴＮＢ 有※  

公認 ジュニア(J) ＴＪ 有 ＮＢ混走(昇格・ｼﾘｰｽﾞﾎﾟｲﾝﾄ有)。ゼッケンカラーは黒地に白色文字。 

承認 オープントロフィー(OPT) 
ＥＪ以上かつ 

60才以上※ 4000円 
無 

ゼッケンカラーは青地に黄色文字。走行ラインはＮＡラインとする。 

年間シリーズランキング対象【シリーズ(大会開催数)－(１大会)のポイント】。 

承認 レディース(LT) ＥＪ又はＴＲ 無 ゼッケンカラーはピンク地に白文字。 
 

※ＮＢクラス(混走ジュニア含む)は県大会においても昇格ポイントが加算される(近畿選手権の年間シリーズランキングポイントは対象外)。 

※各クラスのアシスタントは、エンジョイ(ＥＪ)以上の競技ライセンス必須。参加費は1000円とする。 

※ＯＰＴクラスは、エンジョイ(ＥＪ)以上の競技ライセンス必須。年齢60才以上は12月末までに60才になる59才であれば参加可能。 

※エントリー者以外の入場は、会場によって入場料や駐車料が必要な場合が有ります。(大会主催者にお問合せ下さい。) 
 

1. 全てのクラスにおいて、出場申込み用紙の必要事項を記入し出場申込を行う事。 

2. 申し込みは現金書留または当日受付のみとし、ファックスによる申し込みは一切受け付けない。 

3. 当日受付はエントリー料金とは別に当日受付手数料（3000円）を添えて申請することができる。 

4. 大会当日朝のエンジン始動は、各主催者の指示（始動時刻）に従う事。 

5. ウォーミングアップ走行は、大会のスケジュールに従って行う。 

6. 前年度の成績を元にＮＢ(Ｊ混走)、ＮＡ、ＩＢ、ＩＡの近畿選手権に於ける今年度の固定ゼッケンを指定

する｡固定ゼッケンが与えられない者は主催者によりゼッケンを割り当てられる。(参加受理書にて通知) 

7. 本シリーズ大会においては、アシスタントの登録を認める。登録したライダー･アシスタントに対して

国内競技規則【全日本トライアル選手権大会特別規則】の内、アシスタントの項目が適用される。 

アシスタントの車両ゼッケンNoはライダーと同じ番号とし、色は登録ライダーの反転色とする。 

8. 公認ヘルメットチェックを全戦で実施する。（安全の為、必ず公認ヘルメットを着用して下さい。） 
 

 

■ＭＦＪ国内競技規則抜粋 
１．大会組織 … 大会運営、主催クラブの組織は公式通知に示される。 
 

２．タイムスケジュール … 詳細及び特別規則は大会事務局より公式通知にて示される。 
 

３．競技内容 … セクション数、タイムキーピングの方法等については、公式通知に示される。 
 

４．出場申込及び定員 
①出場申込先、申込期間は日程表(本書最終ページ)のとおりである。 
②各部門とも近畿選手権専用の申込用紙に必要事項を全て記入の上、エントリー料を添え
て申し込み期間内に提出しなければならない。申込期間は日程表のとおりである。 

③郵送の場合は現金書留に限る。（締切日当日の消印有効） 
④締切り後の電話・FAXによる申込用紙だけの申込は一切受け付けない。(当日受付可：別途手数料3000円) 

 

５．参加受理 
①必要事項記入済みの申込書、及び必要金額が主催者に受理された後に参加受理書が発送される。 
②いったん主催者に受理された出場料は返還されないが、大会が中止になった場合、または参加が拒否された場
合にのみエントリー料が返還される。（ただし、申込者が必要な手続きを怠った場合はこれに該当しない。）
大会の中止は『ＭＦＪ国内競技規則 第３章 競技会[29]競技会の延期及び中止』に準ずる。 

＜2021シリーズの主な変更点（まとめ）＞ 

●エントリー料金の改定 ●昇格人数の改定 

●ポイントスケールの変更（１位 25点～） 



■附  則  （注意事項） 
① ライダーは今年度の第1戦～第2戦においては2020年度の有効なＭＦＪトライアル競技

ライセンス、第3戦以降については2021年度の有効なＭＦＪトライアル競技ライセンス
をそれぞれ所持していなければならない。（ライセンス有効期間は毎年4/1～翌年3/末） 

② ２０歳未満（未成年）の出場者は出場申込書の誓約書欄に、親権者の署名及び捺印をし
なければならない。【親権者の署名は自署、実印以外の承諾印は認めない】 

※ 「未成年者の競技参加承諾書」はＭＦＪライセンス取得時にのみ提出する。（大会当日不要） 
③ ジュニアライセンスでの出場選手は、親権者同伴で参加しなければならない。 

※ 親権者と一緒に選手受付を行い、今年度ライセンスの提示を必須条件とする。 
④ 競技中は車両のゼッケン番号が必ずオブザーバーから目視（確認）できる状態で走行し

て下さい。（採点カードなどでゼッケンが隠れないように注意して下さい。） 
⑤ 環境への配慮からパドックにおいては環境マットの使用が義務化されています。（2017年度～） 
⑥ メディカルパスポートの携帯が義務化されました。（2018年度～） 

 

 

■賞及び得点（昇格ポイントとシリーズポイント） 
  各戦とも次の賞が授与される。 

・大会毎に、国内Ｂ級(混走ジュニア含む)、国内Ａ級、国際Ｂ級は共に上位６名、国際Ａ級、オ
ープントロフィー、レディースは上位３名に対して正賞が授与される。 

・シリーズ成績を通算し、国内Ｂ級(混走ジュニア含む)、国内Ａ級、国際Ｂ級、国際Ａ級、
オープントロフィー、レディース各部門にランキングを付け、シリーズ成績最優秀賞が近
畿トライアル委員会より授与される。 

（シリーズランキングポイントは大会毎に完走者に対して下記Ａ表の通り与えられる。） 
・国際Ａ級、オープントロフィーはシリーズ（大会開催数）－（１大会）のポイント合計によりランキングを決定する。 
・シリーズランキングはＭＦＪ国内競技規則 付則１－１４ 全日本選手権ランキング決定基準に基づき順位を決定 

 
 

Ａ．地方選手権 全クラス 昇格ポイント表・シリーズポイント表 
順位 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位 ９位 １０位 １１位 １２位 １３位 １４位 １５位 

得点 ２５ ２０ １６ １３ １１ １０ ９ ８ ７ ６ ５ ４ ３ ２ １ 

※決勝出走台数が２台以上(１台以下は不成立)とする。完走者にのみ（昇格・シリーズ）ポイント与えられる。 
【完走者の定義】 国内競技規則 付則トライアル競技規則 完走者の規定どおり。 
※ボーナスポイント対象大会は＋３ポイントです。 
 

県大会 ＮＢクラス(混走ジュニア含む)昇格ポイント表 ※近畿選手権シリーズポイントには加算されない。 
順位 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位 ９位 １０位 

得点 １０ ９ ８ ７ ６ ５ ４ ３ ２ １ 

※決勝出走台数が２台以上(１台以下は不成立)とする。完走者にのみ（昇格・シリーズ）ポイント与えられる。 
 
 

Ｂ．昇格基準 
 １）国内Ｂ級(混走ジュニア含む)→国内Ａ級 

2021年度の近畿選手権または近畿地区の県大会で９０ポイント以上を獲得し、かつ上位９名
までを昇格対象とする。但し､同点者のある場合はこの人数を超えることができる｡ 

※近畿エリア外の地方選手権・県大会で獲得ポイントがある場合は合算せず、最も得点が
多い地方選手権の成績で昇格が判定される。 

※ジュニア部門は国内Ｂ級との混走で、昇格の基準も国内Ｂ級と同格に扱われる。 
  

 ２）国内Ａ級→国際Ｂ級 
2021年度近畿トライアル選手権においてランキング上位４名までの成績を得た者。 
但し､同点者のある場合はこの人数を超えることができる｡ 

 

 ３）国際Ｂ級→国際Ａ級 
  2021年度近畿トライアル選手権においてシリーズチャンピオンとなった者。ただし本人の希

望によりＩＢにとどまる事が出来る。 
 
 

【ご案内】2021年度 近畿トライアル選手権シリーズ年間表彰について（予定） 

最終戦終了後、近畿トライアル委員会よりシリーズ表彰を実施する予定です。 
詳細は決定次第、近畿トライアル委員会ＨＰ、ＭＦＪオンラインマガジンなどで告知いたします。 

※県大会の(ＮＢ・Ｊ)昇格ポイントは近畿選手権シリーズランキングには加算されない。 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ スポーツ安全保険について ★ 

・ＭＦＪライセンス所持者が競技中に負傷した場合、スポーツ安全保険が適応されます。 

・スポーツ安全保険の請求方法に関しては、今年度のＭＦＪ国内競技規則をご確認ください。 

・ご請求手続きはＭＦＪ公式ＨＰ（www.mfj.or.jp）から行うかまたはＭＦＪにお問合せ下さい（03-5565-0900） 

 

 
 

 

★ メディカルパスポート携帯の義務化について ★ 

メディカルパスポート携帯が義務化されてます。詳細はMFJｵﾝﾗｲﾝﾏｶﾞｼﾞﾝ（http://www.mfj.or.jp/）をご確認下さい。 
※メディカルパスポートとは競技会に参加するライダーが「負傷歴・アレルギー・緊急連絡先」など、競技中に負傷した際に治療に

役立つ情報を記載し、本人またはチーム員に携帯・管理するパスポート（書類）です。万が一の負傷搬送（事故）の際ににメディ

カルセンターに提出出来るように携帯が義務化されました。 

 

 
 

2021年1月 近畿トライアル委員会 
制定 近畿トライアル委員会（http://www.kinki-trial.com/） 
発行 MFJ広域事務局（MFJｵﾝﾗｲﾝﾏｶﾞｼﾞﾝ http://www.mfj.or.jp/） 
 

 

【ご連絡】２０２１年度からＭＦＪ組織変更の為、お問合せは 

３月３１日（水）までは【ＭＦＪ近畿 TEL:06-6534-6422】へ 

４月１日（木）からは【ＭＦＪ広域事務局 TEL:03-5565-0935 

 代表メール:mfj-kouiki@mfj.or.jp】へお問い合わせください。 

個人情報の取り扱いについて 

申込書に記載された個人情報の取り扱いにつきましては、各大会主催事務局により、ＭＦＪの定める

ガイドラインに則り、競技会の運営／管理に必要な範囲で利用し、 適切に管理・運用・廃棄されます。 

なお、近畿トライアル委員会の取り決めにより、全出走者のリザルトを近畿トライアル委員会のＨＰ

にて公開いたします。出場者はリザルトの公開について了承したものとして取り扱います。 

※近畿ＴＲ委員会ホームページ（ http://www.kinki-trial.com/ ） 



２０２１年度近畿トライアル選手権シリーズ大会日程表   (4/12更新) 
日程 大会名称 出場申込場所（主催者） 開催場所 申込期間 

2月7日 

（日） 

近畿トライアル選手権 

第１戦 

併催：TRﾗｲｾﾝｽ講習会 

〒584-0057 

富田林市横山285-28 

チーム南大阪トライアル 

TEL 0721-35-7000 

大阪府和泉市春木川町出口地先 
 

ランドスポーツ南大阪 

1月21日(木) 

↓ 

1月28日(木) 

消印有効 

【ご注意】 ↑3月末までは2020年度ライセンスが必要です↑ ↓4月以降は2021年度(更新済)ライセンスが必要です↓ 

3月7日 

4月4日 

（日） 

近畿トライアル選手権 

第２戦 代替大会 

★日程変更あり★ 

〒603-8163 

京都市北区小山南大野町

3-5 

トライアルクラブＴＯＭ’Ｓ 

TEL 075-415-1700 

京都府亀岡市本梅町西加舎 

亀岡トライアルランド 

TEL 0771-26-3377 

3月18日(木) 

↓ 

3月25日(木) 

消印有効 

4月18日 

（日） 

近畿トライアル選手権 

第３戦 

〒590-0111 

堺市南区三原台3-34-3 

チームテクノアート 

TEL 090-9540-9348 

大阪府和泉市春木川町出口地先 
 

ランドスポーツ南大阪 

4月1日(木) 

↓ 

4月8日(木) 

消印有効 

5月9日 

（日） 

近畿トライアル選手権 

第４戦 

〒577-0035 

東大阪市御厨中1-17-13 

チームアップダウン 

TEL 06-6787-5701 

京都府亀岡市本梅町西加舎 

亀岡トライアルランド 

TEL 0771-26-3377 

4月22日(木) 

↓ 

4月30日(金) 

消印有効 

6月6日 

（日） 

近畿トライアル選手権 

第５戦 

〒640-0112 

和歌山市西庄1086-60 

リヴァレー内 DINOレー

シング 

TEL 073-499-5866 

和歌山県湯浅町山田 
 

湯浅トライアルパーク 

5月20日(木) 

↓ 

5月27日(木) 

消印有効 

9月12日 

（日） 

近畿トライアル選手権 

第６戦 

〒676-0812 

高砂市中筋4-7-22 

加古川トライアルクラブ 

TEL 090-9718-1522 

兵庫県加古川市平荘町小畑 

 

加古川トライアルパーク 

8月26日(木) 

↓ 

9月2日(木) 

消印有効 

9月26日 

（日） 

近畿トライアル選手権 

第７戦 

〒574-0025 

大東市御供田3丁目17－37 

ＴＥＡＭ ぱわあくらふと 

TEL 072-872-2141 

和歌山県湯浅町山田 
 

湯浅トライアルパーク 

9月16日(木) 

↓ 

9月24日(金) 

消印有効 

10月10日 

（日） 

全日本トライアル選手権 

第２戦 近畿大会 

(株)モトスポーツプロモー

ション（主催：MFJ） 

※WEBエントリー 

和歌山県湯浅町山田 
 

湯浅トライアルパーク 

8月31日(火) 

↓ 

9月9日(木) 

消印有効 

10月24日 

（日） 

近畿トライアル選手権 

第８戦 ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ大会 

ボーナスポイント＋３点 

〒666-0021 

川西市栄根1-3-4 

チーム ナミタ 

TEL 072-759-7530 

兵庫県加古川市平荘町小畑 

 

加古川トライアルパーク 

10月7日(木) 

↓ 

10月14日(木) 

消印有効 

11月21日 

（日） 

近畿トライアル選手権 

第９戦 （年間表彰式） 

併催：TRﾗｲｾﾝｽ講習会 

〒604-8363 

京都市中京区猪熊四条上ル 

㈱小谷内 アズーロ 

TEL 075-811-2143 

京都府亀岡市本梅町西加舎 

亀岡トライアルランド 

TEL 0771-26-3377 

11月4日(木) 

↓ 

11月11日(木) 

消印有効 

 

※近畿トライアル選手権チャンピオン大会（ボーナスポイント＋３点対象）は第８戦です。 

※「ＴＲライセンス講習会」は、当日受付です。（受講無料、クラス：ジュニア／国内Ｂ級／役員３級） 
 



＜＜その他の近畿エリア公認・承認大会の開催予定＞＞--------------------------------- 
トライアル普及クラス等を開催予定です。初心者などトライアルに興味がある方へご案内をお願いします。 

（※公認県大会ＮＢクラス(混走ジュニア含む)は昇格ポイントが加算されます。近畿選手権ランキングポイントは加算されません。） 

日程 大会名称 主催者 問合せ先 予定会場 

2/21 延期 公認 京都府大会 アズーロ 075-811-2143 亀岡トライアルランド 

5/23 公認 大阪府大会 チームテクノアート 
090-9540-9348 

FAX:072-292-1140 
ランドスポーツ南大阪 

7/18 公認 兵庫県大会 チーム ナミタ 072-759-7530 加古川トライアルパーク 
 

※申込期間やクラスなど詳細は、開催前に近畿トライアル委員会のＨＰ又はＭＦＪオンラインマガジンにて掲載予定。 

※または各主催者「問合せ先」へ直接お問合せ下さい。 
 

近畿トライアル委員会（http://www.kinki-trial.com/）、ＭＦＪ広域事務局（http://www.mfj.or.jp/） 


