
 

 

 

 

2022 年 8 月 10 日 

 

2022 MFJ 全日本トライアル選手権シリーズ 第 6 戦 中国大会 
                           公式通知 No.1 
 

主催:（一財）日本モーターサイクルスポーツ協会 
大会事務局運営:モトスポーツプロモーション（MSP） 

 
本大会は 2022MFJ 国内競技規則の[トライアル]及び大会特別規則・公式通知に則り開催いたします。規則
の解釈について論争が起こった場合、最終判断は大会審査委員会が決定します。この決定に対する抗議は一
切できません。 
●2022MFJ 国内競技規則の[トライアル] 
https://rules.mfj.or.jp/?mode=R1&mno=3 
 
2022MFJ 国内競技規則の[トライアル]に記載している規則については、下記に記載いたしません。 
各自規則をご熟読・ご理解いただいき、大会に臨んでください。 
 
開催日       9 月３日（土）受付/車検/公式練習 

4 日（日）大会 
会場        広島県三次市/灰塚ダムトライアルパーク（広島県三次市吉舎町） 
主催        （一財）日本モーターサイクルスポーツ協会（MFJ） 
大会運営事務局 モトスポーツプロモーション（MSP） 
公認         (一財)日本モーターサイクルスポーツ協会（MFJ） 
 
出場に関する問い合わせ、緊急連絡先は … モトスポーツプロモーション/岩田 Tel 090-6077-0427 
 
 
1) タイムスケジュール ※タイムスケジュールは天候その他の理由により変更される場合があります。 

 
 
 
９月３日
（土） 
 

9:00 ～  ゲート・パドックオープン（エントラント入場&パドック設営開始） 
※感染症予防の健康状態申告書提出 

10:30 ～ 15:30 公式練習（公式練習場） 

10:30 ～ 12:30 受付・車検（選手のメディカルパスポート提示要） 

12:00 ～ 15:00 ライダーセクション内立ち入り下見可能時間（許可証を携帯すること） 

14:30 ～ 15:30 受付・車検（選手のメディカルパスポート提示要） 

15:45 ～  ライダー・アシスタントミーティング 

 
※周囲は一般公道になります。ゲート・パドックオープン時間に合わせてご来場ください。 
早くから入場ゲートに並ばないようにご配慮をお願いいたします。状況によっては一度退去していただく場
合もありますので、あらかじめご了承ください。 
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９月４日
（日） 
 

6:00 ～  ゲートオープン※感染症予防の健康状態申告書提出 
スタート前ウォーミングアップ（ウォーミングアップエリア内） 

6:30 ～  ライダーセクション内立ち入り下見可能時間（許可証を携帯すること） 

6:30 ～ 7:00 受付・車検（選手のメディカルパスポート提示要） 

7:00 ～ 7:15 ライダー・アシスタントミーティング 

7:30 ～  オープン・IBクラススタート（1分おき2台） 

8:10 ～  レディースクラススタート（1分おき1台） 

9:00 ～  IAクラススタート（1分おき1台） 

9:40 ～  IAスーパークラススタート（1分おき1台） 

14:50 ～  SSスタート 

15:50 ～ （予定） 大会式典、表彰式 

 

２) 競技方式 
▼各クラスのセクションと持ち時間 / エントリー台数(133) 
国際A 級スーパー（IAS） 17 台 10sec×2Lap（4 時間30 分）＋SS2 セクション 
国際A 級（IA） 37 台 10sec×2Lap（4 時間30 分） 
国際B 級（IB） 66 台 10sec×2Lap（4 時間30 分） 
レディース（L） 11 台 10sec×2Lap（4 時間30 分） 
オープントロフィー 2 台 10sec×2Lap（4 時間30 分） 

 
▼1Lap の持ち時間は 3 時間とします。 
▼セクション数は変更になる場合があります。 
▼トライするセクションは公式通知にて告知します。 
▼コース距離 : 1 周約1.0km 
 
3) 会場の入退場について 
▼ライダー及びアシスタントは、送付した入場PASS（クレデンシャルカード）及び車両通行証を係員に提示するとともに、
各日、必要事項を記入した「感染症予防の健康状態申告書」を提出し、係員の指示に従いパドック（一般／有
料）へ駐車してください。 
 
※入場PASS のない同乗者については、入場料を徴収します。 
 
※ライダー1 名に対し、車両通行書1 枚、ライダーパス 1 枚、TEAM パス 1 枚、アシスタント登録時はアシスタントパスを
1 枚送付します。 
 
※車両通行証はゲート入場前に、フロントガラスの見える位置に置いてください。また、クレデンシャルパスは各自
すぐに提示できるようにしてください。 
 
※感染症予防の健康状態申告書は、必ず事前に記入し土曜日分、日曜日分を用意してください。くれぐれも
検温所で記入することがないように、ご協力をお願いいたします。用紙は下記からもダウンロードできます。 
https://www.mfj.or.jp/licence/downloads/health-document/ 
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4) パドックの設営について 
▼一般パドックは係員の指示に従い止めてください 
※テントはリヤゲートの後ろに節度を持ってたてて下さい（一般パドックエリアは、ノボリやバナーの設置は有料
\2000/１本）  ※サイドオーニングについては今回、ご遠慮願います。 

  
▼オイル汚れ等を防止するために環境マットを必ず使用してください。給油等は必ずマット上で行ってください。こぼれた場合
は素早く拭き取ってください。 
▼一般パドックにて主催者の許可なく、営業・販売・広報行為を行うことは禁止します（バナー、ノボリ含む）。 

 

5）パドックおよび施設の使用について 
▼指定されたスペースのみをご使用ください。指定外の場所を利用された場合は撤去・移動していただきます。 
 
▼安全確保のため、パドック、観客エリア、会場内における原動機付車両、自転車、キックバイク（子ども用
含む）等の乗り物での移動は禁止です（自転車等での事故は適用される保険がございません）。参加競技
車両以外は徒歩での移動となります。チーム員、観客も乗り物での移動は禁止です。 
 
▼競技車両の移動乗車時は、必ずヘルメットを着用してください。ヘルメット未装着での走行は失格の対象です。 
 
▼貴重品は各自の責任において厳重に管理していただくようにお願いいたします。 
 
▼当会場はダム管理施設のため、洗車は禁止となります。 
  

6) 受付および車検について ※必ず選手受付を済ませてから車検を受けてください。 

▼タイムスケジュールにある指定時間内に、大会本部受付窓口にて選手・アシスタントの受付を行います。 

受付時に必要なもの 

・2022 年度の MFJ ライセンス（アシスタントがいる場合はアシスタント分も必要です） 

・メディカルパスポート（ライダーのみ / 必要事項を記入しておいてください） 

・健康保険証（コピー可 / ライダー・アシスタントとも） 

 

メディカルパスポートについて 
救急搬送時対応施策として受付時にメディカルパスポートを提示してください。書式は MFJ ホームページからダウ
ンロードできます。必ず裏表、すべての項目を記入してください 
https://www.mfj.or.jp/licence/medical-passport-document/ 

 
▼アシスタントは受付時にアームバンドを受け取ってください。また大会終了後は大会本部へ返却して下さい。 
 
▼車検の場所は受付にて確認してください。タイムスケジュールにある指定時間内に車検を受けてください。アシス
タント車両の車検は行いません。 
 
▼各クラス指定された車両5 台程度事前音量測定を実施致します。測定場所、時間は公式通知で指定します。 
 
▼部品交換などによりエンジン・フレーム打刻がない車両は MFJ 打刻プレートを配布しますので事前に事務局に
連絡してください。各自エポキシ剤で当該箇所に貼付してください。以後、その打刻プレートが申し送りされ管理さ
れます 
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7) セクションの下見について  
※大会期間中故意にセクションを変化させた場合は 5 点の追加となります 
 
▼セクション内に立ち入れるのは【ライダークレデンシャル】を携帯した参加ライダーのみとします。  
セクション下見にバイクを使用する際は、第 1 セクションから順に移動（逆走は禁止）してください。 
アシスタントのバイク移動も許可します。※必ずアシスタントアームバンドを携帯してください。   
 
8) 公式練習及びスタート前ウォーミングアップ  
▼タイムスケジュールに示された時間に、指定された公式練習場及びウォームアップエリアでのみ許可されます。
（エリアはセクションマップに掲載します）  
 
▼パドック内での練習は禁止とします。 
 

9）ライダー及びアシスタントミーティング 
※どちらかの参加でも可としますが、必ず内容を共有してください。 
 
タイムスケジュールに示された時間（土・日）に大会本部前にて行います。 マスクを着用したうえで、いずれかに
必ず参加してください。 
 
10）スタート ※スタート台からスタートしてください 
各自のスタート時間は公式通知 No.2 に示します。 
 
11) セクションとコースについて 
▼コースはいかなる場合も観客を優先し、十分注意の上走行して下さい。特に観客通路との交差箇所に注意し
てください。（エンジンを停止しての移動を要する場合もあります）  
 
▼マシントラブルのため、パドックに戻る際、エンジンを切り、押して戻るならば移動コース内最短距離を通って戻っ
てもよいこととします（逆行も可）。ただし、コースに復帰する際は定められたコースを第 1 セクションから順にまわ
り、トラブルを起こした場所に戻ることとします。 
 
12) マシンコントロールについて 
マシンコントロール（車両､ステッカーの確認）は最終セクション出口付近に設けます。ラップごとに確認を受けてく
ださい。 
 
13) タイムコントロール/カード交換/最終ゴールについて 
各タイム・マシンコントロールは最終セクション出口付近に設けます。カード交換・ゴールも同場所となります。 
 
14) 競技結果 
競技の結果（暫定）は、会場の公式掲示板（大会本部及びスタ―ト台、Web 上）に掲示します。 
 
15) 賞  
▼国際 A スーパー 国際 A 級・国際 B 級・レディースクラスの 1 位～6 位には正賞が授与されます。 
  
▼賞金は国際 A 級スーパークラスの 1 位～6 位まで与えられます。また、SS 出場選手（上位 10 位）に対し、
1 万円（税込） のスターティングマネーが支払われます。  
※賞金、スターティングマネー共に源泉徴収された金額が振込にて支払われます。 
 
▼国際 A 級・国際 B 級クラスのクリーン数が最も多いライダーにはベストクリーン賞が授与されます。     No.4 



16)ＳS 特別規則セクション 
▼SS のトライ時間は 1 分 30 秒とします。 
 
▼追加のアシスタントを認めます。アシスタント受付時に申請をしてください。 
 
 

【 付  則 ① 】  
 
1.練習   
8 月 21 日まで会場での練習はできます。それ以降は練習禁止です。   
 

2.車中泊  
▼9 月 3 日（土）に限り車中泊ができます。ただし火気には十分注意してください。直火は禁止です。 
   

▼会場には水道施設はありません、飲料水は各自でご用意ください   
 

3.会場の利用等について 
▼大会当日は飲食の出店有りますので、どうぞご利用ください   
 

▼環境保護のため会場内では水質汚濁に繋がる行為を一切、禁止とします（車両を川で洗うなど）。   
 

▼各自ゴミ等は必ず持ち帰ってください。   
 

▼会場内での喫煙は指定されたエリアでのみ許可します。   
 

▼コース外の山林等に立入ったことによるトラブルには主催者並びに施設管理者は一切関知しません。   
 

▼第 6 戦の会場は、ペットの入場は可能ですが、必ずリードを付けるか、専用のキャリーバッグに入れてください。エ
ントラント、観客のなかには動物が苦手な方、アレルギーがある方もいらっしゃいます。飼い主の方は十分配慮のう
え、ペットをお連れください。なお、主催者並びに施設管理者はペットによるエントラント・お客様同士のトラブル、
会場周辺の地主の方とのトラブルについて一切の責任を負いません。飼い主の方の責任においてご対応ください。 
 
4.怪我、体調悪化時の注意事項  
▼競技時間内（時間内は救護室が開設しています）は必ず救護室をご利用ください。また、軽度であっても負
傷した場合は、必ず当日中に救護室で診断を受け、大会本部に連絡をしてください。報告がない場合、スポーツ
保険の適用外となる場合があります。 
 

▼重大事故発生時、また搬送が必要とメディカルスタッフが判断した際は、主催者が救急車を手配します。 
 

▼救急車による搬送先は病院の受け入れ状況により異なる場合がありますので、搬送時係員にご確認ください。  
 
▼病院での診察を受ける場合は必ず付添者が同行し、健康保険証等を持参されることを強く推奨します。  
 
▼病院での治療費は各自の責任においてお支払いください。今後の大会に支障をきたしますので治療費の未払
い等は絶対におやめください。 
 
                                                       以上 


