
2021 九州トライアル選手権シリーズ大会特別規則 
 

◆公 示  本競技会は、一般財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会（以下「MFJ」という）公認のもとに、国際モーターサイクリズム連 

  盟（以下「FIM」という）の国際憲章、FIM 競技規則に基づいた MFJ 国内競技規則なら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。 

 

◆日   程 （九州選手権シリーズ） ※中止・延期等につきましては MFJ 九州のホームページにて案内します。（http://www.jmpsa.or.jp/block/kyushu/） 

 ※各大会にてライセンス（競技・役員・講師）取得講習会を予定しております。受講希望の方は各主催者へお申込みください。 

大会名称 開催日 開催会場 申込み先 受付期間 振込先口座 

第 1 戦 

大分大会 

2/21 

11/14 

烏岳山麓トライアル場 

（臼杵市野津町千塚） 

ＯＴＡ事務局 

〒870-0126 大分市横尾 3589-22 

パークヒルズ久保山 3-9  

中野 勝臣 方 

電話 097-520-1952 

E-mail jh6eey-1@ruby.plala.or.jp 

1/31～ 

2/13 

10/24～ 

11/6 

ゆうちょ 

店名 七二八 店番 728 

 17200-16511471 

ナカノ カツオミ 

第 2 戦 

福岡大会 

3/14 

5/23 

調整中 

糸島トライアルパーク 

（旧：蛍の里トライアルパーク） 

（糸島市末永） 

寅吉一家 

〒810-0023 福岡市中央区警固 1 丁目 6-42-407 

大坪 洋一 方 

電話 090-3669-9421/ＦＡＸ 092-515-3977 

郵送又はＦＡＸにてお申し込み下さい  

2/21～ 

3/6 

5/2～ 

5/15 

ゆうちょ 

店名 七四八 店番 748 

17460-87756281 

オオツボ ヨウイチ 

第 3 戦 

宮崎大会 
4/4 

矢岳高原トライアルコース  

（えびの市西川北） 

    宮崎トライアル部会 

〒882-1412 西臼杵郡高千穂町下野 2029 

江藤 真弥 方 

電話 090-3664-1517/ＦＡＸ 0982-77-1517 

E-mail tamoka@peach.plala.or.jp        

3/14～ 

3/27 

ゆうちょ 

店名 七三八 店番 738 

17300-13979501 

宮崎トライアル部会 

第 4 戦 

鹿児島大会 
5 /9  

寺山牧場 

（薩摩川内市中村町 

6777-21） 

鹿児島トライアル倶楽部 

〒891-0405 指宿市湊 2-15-10 

高崎 正隆 方 

電話 0993-24-3515/ＦＡＸ 0993-24-2620 

E-mail Takasaki0311@ab.auone-net.jp 

4/18～ 

5/1 

ゆうちょ 

店名 七八八 店番 788 

17800-12615311 

タカサキ マサタカ 

第 5 戦 

熊本大会 

6 /6  

10/31 

植木トライアルランド 

（熊本市北区植木町） 

植木トライアルクラブ 

〒869-2222 阿蘇市西町 540-7 

竹屋 泰 方 

電話 0967-34-0385 

5/16～ 

5/29 

10/10～ 

10/23 

現金書留のみ 

第 6 戦 

長崎大会 
6/27 

琴海トライアル場 

（長崎市琴海村松町） 

坂井 裕輔 

〒851-2102 西彼杵郡時津町浜田郷 413-1 

電話 090-8663-8744/ＦＡＸ 095-882-5434 

E-mail  ridemagic5279@yahoo.co.jp 

6/6～ 

6/19 

ゆうちょ 

店名 七六八 店番 768 

17650-29294901 

サカイ ヨウコ 

第 7 戦 

佐賀大会 
9/19 

フィールド佐賀大和 

（佐賀市大和町大字 

久池井） 

佐賀県トライアル部会 

〒840-0051 佐賀市田代 2 丁目 10 番 29 号 

白樫 敏輝 方 

電話 090-1517-7624 

E-mail sbctrshira@yahoo.co.jp 
郵送又は Email にてお申し込み下さい 

8/29～ 

9/11 

ゆうちょ 

店名 七七八 店番 778 

17710-17460301 

シラカシ トシテル 

第 8 戦 

ALL 九州 

大会 

10/17 
玖珠トライアルヒルズ 

（玖珠郡玖珠町） 

柿田 史彰 

〒852-8061 長崎市滑石 3-19-62 

電話 095-857-6651 

9/26～ 

10/9 
現金書留のみ 

 

◆競技参加資格    ・本競技会には当該クラスの MFJ 会員ライセンス所持者のみ参加することができる。 

 

◆出 場 車 両  ・国際 A 級・国際 B 級は、2021 国内競技規則付則 21「トライアル基本仕様」に合致した車両でなければならない。 

・国内 A 級・国内 B 級（ジュニア）クラス（公認クラス）は 2021 国内競技規則付則 21「トライアル基本仕様」及び同規則付則 22 

 「国内トライアルの仕様」に合致した車両でなければならない。 

・エンジョイ、レディースクラスは MFJ 公認車両に限定されないが、スポーツ専用のトライアル車両とする。 

 

◆エ ン ト リ ー ・出場申込み期限は大会 8 日前です。（締切日消印・送金有効）  

※申込みもしくは送金のいずれか一方でも期限を遅れたものについては当日エントリーとみなします。 

・全クラス、当日エントリーを受付けるが、その場合は事務手数料として\2,000 が加算される。 

・大会当日エントリー用紙は用意しておりませんので各自ご準備・ご記入の上ご持参ください。 

・出場申込書・出走料は現金書留で郵送するか直接主催者指定口座へ振込し、当該大会の主催者に提出すること。 

・出場申込書のライセンス番号未記入は無効とする。 

・未成年者で 2021 年ライセンス申請時に競技参加承諾書を提出していない場合は、参加不可とする。 

・万が一、大会が中止になった場合のエントリー料返還については、当該大会の主催者が事務手数料として一律 1,000 円を差し 

 引いた金額を返還します。 

 

◆学 割 制 度 ・高校生までの参加者はどのクラス（レディース・IA を除く）に出場しても\3,000 とする。（申込時に学生証のコピーを添付すること） 

 

◆受 理 書 ・大会当日の受け渡しとなります。（各大会の主催者から個別に受理書の発送はしない） 

・申込み受理の確認は、エントリー締切り後、MFJ 九州（http://www.jmpsa.or.jp/block/kyushu/）のサイトにて各大会のエントリー 

リストを参照すること。 

・各大会の公式通知及び会場へのアクセス図も同様に MFJ 九州のサイトより入手すること。 

・インターネットが利用できない場合は、個別に主催者まで問い合わせること。 

 

◆開 催 クラス （明記されていない個所は 2021MFJ 国内競技規則に準ずる。） 

開催クラス（ゼッケン色） 摘要 
昇格 

ポイント 

参加資格 

（ライセンス） 

出走料金 

（スポーツ傷害基金掛金含） 

IB（緑地に白文字） ・クラス別スタート 

・パンチカードによるパソコン集計方式 

・全会場でゲートマーカーを使用 
有 

IB 

\5,000 NA（黄地に黒文字） NA 

NB（白地に黒文字） NB 

ジュニア（黒地に白文字） ・NB と混走         昇格基準も NB と同一 J \3,000 

IA（赤地に白文字） 

IA セクションを走行 

（専用のゲートマーカーがない場合、IB セクションの高難度の部

分を選択して走行） 

シリーズ 

ポイント 

付与※ 

IA \2,000 

チャレンジ（エンジョイ） 

（青地に白文字） 承認クラス 

NB を目指す人（競技ライセンス所持者も参加可能） 
無 下記参照 

\3,000 

レディース 

（ピンク地に赤文字） 
\3,000 

アシスタント 
ライダーのサポート（参加選手のアシスタント登録も可能） 

※国内競技規則 307 頁 8 アシスタントに準ずる 
－ 

エンジョイ 

会員以上 
\1,000 

  ※出走台数に関わらずシリーズポイントを付与し、年間チャンピオンを決定する 

◆セ ク シ ョ ン ・セクションインは各自自由。 

 

◆賞 典  ・IB、NA、NB（ジュニア）クラスの 1 位～3 位までの入賞者に正賞を授与する。副賞はなし。 IA クラスは表彰のみとする。 

 

◆昇 格 ・NB から NA への昇格は地方選手権シリーズ年間ランキング 1 位～7 位且つ 60 ポイント以上獲得者。 

・NA から IB への昇格は地方選手権シリーズ年間ランキング 1 位～3 位。 

・IB から IA への昇格は地方選手権シリーズ年間ランキングシリーズチャンピオン１名（申請昇格）。 

 

◆承 認 クラス ・参加資格・・・・エンジョイ会員、競技ライセンス（種目は問わない）、競技役員ライセンス（種目は問わない。スポーツ安全保険加入

      者）、ピットクルーA ライセンス所持者 

・競技方式・・・・他クラスに準ずる 

・賞典・表彰・・・なし（大会によっては表彰する場合があるので、当該大会の公式通知を参照すること） 

 

◆ポ イ ン ト ・2021 年よりポイントスケールが変更となります。（国内競技規則付則 1「MFJ ライセンス昇格・降格に関する規則」） 

・2021 九州選手権シリーズ第 8 戦 ALL 九州大会をボーナスポイント（通常ポイントプラス 3 点）対象大会とする。 

 

◆ゼ ッ ケ ン ・全クラス、2020 九州選手権シリーズランキング及びランキングに準じた成績に基づき、2021 九州選手権シリーズ年間指定ゼッケ 

   ンを割り当てる。（指定ゼッケンは別紙参照） 

・2020 九州選手権シリーズ昇格ポイント未獲得者、新規エントリーライダーは初参加時に主催者にてゼッケンを割り当てる。 

・いかなる理由があっても指定されたゼッケンの変更は認めない。また希望ゼッケンは認めない。 

 

◆暫 定 年 間 ラ ン キ ン グ 表 彰 ・IB、NA、NB（ジュニア）クラスにおいて、MFJ 公認基準に基づくシリーズポイントが与えられ、暫定年間ランキングを決定し 

   表彰する。 

・IA クラスにおいて、シリーズ大会特別規則に基づくシリーズポイントが与えられ、暫定年間ランキングを決定し表彰する。 

・暫定年間表彰式は 2021 九州選手権シリーズ第 8 戦（最終戦）終了後に開催。 

 

※九州選手権において“メディカルパスポート”を導入しております。別紙案内を熟読頂き、【MFJメディカルパスポート】に必要事項をご記入の上、 

ライダーご本人またはチームでの保管・管理をお願い致します。 ダウンロードURL http://www.mfj.or.jp/user/contents/Applications/medical_passport/index.html 


