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2023関東トライアル競技会 特別規則書 

◆公示 本規則書は、FIM 国際スポーツ憲章並びに MFJ 国内競技規則に基づき MFJ 関東トライアル選手権の為に
MFJ が定める地域的特別規則である。 
また、本規則の基本的精神は、中級・初級ライダーの育成を主眼とし我が国のモーターサイクルスポーツ文化の振興
に貢献する事を目的としたものである。 
 
〔1〕 大会主催者及び開催日程 

詳細は、6 頁以後に示される（レースカレンダー）。 
 

〔2〕 大会運営・実行組織 
詳細は、公式通知又は公式プログラムに示される。 
 

〔3〕 公式通知（タイムスケジュールを含む） 
本規則に記載されていない競技運営に関する実施細則及び参加者への指示事項並びにタイムスケジュールは、公
式通知にて発表する。 
 

〔4〕 開催種目 
J・NB NA IB IA  ※セクション数及びタイムキーピングの方法は、公式通知に示される。 
 

〔5〕 参加定員 
参加申し込みに対する定数は定めない。 
 

〔6〕 参加資格 
1. 下記期間有効な当該 MFJ トライアルライセンス所持者とする。 

3 月末までの大会「2022 年度競技ライセンス」 
4 月以降の大会「2023 年度競技ライセンス」 

2. 2022 年 4 月 1 日の民法改定により成人年齢を 18 歳と改訂されたため、満 18 歳未満の者については、親権
者の誓約書を必要とします。さらに 16 歳未満の者については、親権者又は親権者が委任する所属クラブの代
表者の同伴でなければ出場を認めない。 

3. ライセンスの申請中は一切認めない（web 申請による仮ライセンスは可）。 
 
〔7〕 参加申し込み 

1. 受付期間 
大会開催日 3 週間前～12 日前まで（消印有効） 

2. エントリー料金 
■関東選手権 9,000 円（税込） ※IA のみ 4,000 円（税込） 
 ☆第２戦もてぎ大会のみ別途、MS 共済会（会費 500 円）の加入が必要となります。 
■県大会 7,000 円（税込） 
■アシスタント（関東選手権、県大会共通） 2,000 円 

3. エントリー方法 
１） ①所定の参加申込書（コピー可）に必要事項をすべて記入の上、前記エントリー料を添えて現金書留、 

もしくは主催者の認めた方法で送る事。 
■申込書ダウンロード URL 

  https://www.mfj.or.jp/wp-content/uploads/2022/12/kantou-2023TR_entrysheet-1.pdf 
②WEB エントリー 
 カレンダー内 URL をご確認ください。 

２） 申込先はトライアルカレンダーに示す。 
３） 電話又は締切日以降の申し込みは一切認めない。 

4. 参加受理または拒否 
１） 必要事項のすべてが明記された出場申込書と参加料が大会事務局に送付され、参加が受理された者には

参加受理書が送付される。 
＊誓約書にサインがない場合、受理されないので注意する事。 

２） 一旦受理された出場料は大会中止以外一切返還しない。 
３） 大会中止の場合、参加者が支払った出場料は全額返還されるが、他の一切の損害賠償を主催者に請求す

る事は出来ない。 
４） 主催者は参加者に対してその理由を明らかにする事なく申し込みを拒否、または無効とする権限を有す

る。 
 

https://www.mfj.or.jp/wp-content/uploads/2022/12/kantou-2023TR_entrysheet-1.pdf
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〔8〕 出場車両 
MFJ 国内競技規則及び MFJ 技術規則による。 
 

〔9〕 ゼッケンナンバー 
1. ライダー並びにアシスタントは、主催者によって割り当てられた競技番号を車両検査までに規定の書体及び

色分けでナンバープレートに記入しなければならない。 
2. 関東地区公認大会のゼッケンは下記規定に沿い年間指定とする。 

本年度は初めて参加した公認大会で割り振られたゼッケンを年間指定とする。 
《J・NB／NA》 
 前年取得したポイントを基にゼッケンを指定（P.4～参照）。記載のない選手は本年度初めてエントリーさ
れた公認大会で割り振られたゼッケンを年間指定とする。 
《IB:No,101～》 
 当該年度の全日本選手権指定ゼッケンがある者はその番号を優先して使用することが出来る。指定の無い
選手は本年度初めてエントリーされた公認大会で割り振られたゼッケンを年間指定とする。 
 ※全日本選手権で新規指定されるゼッケンは適用外とする。 

 
〔10〕 参加受付 

1. 出場受付は定められた時間内に必ずライダー本人が出向き MFJ ライセンス・参加受理書を提示し出場資格の
確認を受けなければならない。 

2. MFJ ライセンスを提示できない者は一切出場を認められない。 
 

〔11〕 車両・その他検査 
1. ライダー、アシスタントは定められた時間に車検場において車両および服装、携帯品についての検査に合格

する事。 
2. 主催者は大会期間中、必要に応じて随時車両の検査を行う事が出来る。 
3. メディカルパスポートの所持を義務とする。 

ダウンロード URL 下記よりアクセス下さい 
https://www.mfj.or.jp/licence/downloads/medical-passport-document/ 
 

〔12〕 ライダーの変更 
ライダーの変更は認められない。 
 

〔13〕 車両の変更 
車両の変更申請は参加受付終了前に事務局に申請し、競技監督の許可を得なければならない。 
 

〔14〕 アシスタント 
1. アシスタントについては全日本 TR 特別規則に準ずる。 
2. 当該年度有効なエンジョイライセンス以上のライセンス所持者。 
3. 選手同士のアシスト行為は許される（1 名）が、オブザーバーの許可が必要。 

※ゴールしたライダー及びリタイヤしたライダーは不可。 
 

〔15〕 練習 
大会前日の参加選手及び選手関係者のセクションエリアへの立入り（撮影等含む）は禁止する。 
※但し、プラクティス・エリアを設けてエリア内に管理担当者を置き、練習開放時間等のコントロールが出来れ
ば、開放時間内の練習のみ認める。 

 
〔16〕 持ち時間 

1. ライダーの持ち時間は公式通知に示される。 
2. セクションの持ち時間 

セクション別の持ち時間が設定される場合は、公式通知に示される。 
 

〔17〕 スタート 
1. スタート方法及び順序は、主催者によって決定された公式通知に示される。 
2. 決められたスタート時刻に遅れたライダーは、1 分につき 1 点の減点が科せられ、10 分を超えた場合は失格

となる。 
 

〔18〕 競技中の車両の整備 
1. ライダーは主催者の定める区域内であれば他の援助を受ける事ができる。 
2. ライダーは移動コース上において工具及びスペアパーツを受け取ることが出来る。但し、定められた区域以

外ではその援助を受ける事は出来ない。 

https://www.mfj.or.jp/licence/downloads/medical-passport-document/
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〔19〕 ゴール 
ライダーは定められた時間内にゴールしなければならない。ゴール時間内に遅れたライダーは失格とする。 

〔20〕 リタイヤ 
リタイヤするライダーは必ずリタイヤ届けを提出しなければならない。尚、本人が止むを得ず提出できない場合
は代理人による届けでも認められる。これに違反した場合は、罰則が科せられる。 
 

〔21〕 参加者の遵守事項 
1. 参加者は MFJ 国内競技規則、本特別規則並びに競技運営上の規定（公式通知等）及び競技役員の指示に従う

ものとする。 
2. トライアルコースは常時清潔を保つよう心掛けると共にゴミ等は各自必ず持ち帰る。 
3. 駐車については他の交通の妨げにならないよう注意する事。 
4. 主催者は車両の損壊、身体の損傷について一切責任を負わない。 
5. 競技に関連して起こった事故により負傷した場合、スポーツ安全保険が請求出来る。大会事務局へ負傷の届

け出を行い、後日 MFJ 本部へ申請する（web 申請可） 
6. 公道で練習したり、アクセル全開等、住民感情を損なうような行為は絶対にしない事。反社会的な行為があ

った個人、クラブに対しては本シリーズより永久追放するほか MFJ ライセンス停止処分もある。 
7. 環境マットの使用について 

オイル汚れ等を防止する為に環境マットの使用を義務とする。マットのサイズは、ハンドル幅で車両の全長
以上とし、材質はガソリンオイル等を吸収できるものとする。（ビニールシート等を使用した場合には吸収素
材シートを準備し、こぼれた場合には素早く処理する事。） 
※整備、給油等の際は必ずマット上で行う事。 

 
〔22〕 ペナルティ 

ペナルティの定義は MFJ 国内競技規則並びにトライアル競技規則による。 
 
〔23〕 賞典 

入賞は 1 位～6 位までとする。 
 

〔24〕 抗議 
抗議は MFJ 国内競技規則並びにトライアル競技規則による。 

 
〔25〕 本規則の解釈 

本規則及び競技に関する疑義は、大会事務局宛に質疑申立てが出来る。尚、質疑申立てに対する回答は大会審査
委員会の決定を最終的なものとする。 
 

〔26〕 本規則の施行 
本規則は 2023 年 1 月 1 日より有効とする。尚、本規則に示されていない事項は、MFJ 国内競技規則による。 
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付則 
 
Ⅰ 2023 年度関東選手権ランキング規定 

1. ジュニア・国内 B 級、国内 A 級、国際 B 級、国際 A 級部門に参加出場するすべてのライダーを対象とする。 

2. 選手権の成立 

関東選手権はシリーズ開催予定数の 50%以上の大会またはクラスが開催されなければ成立しない。 

3. 選手権の順位 

選手権の最終順位の決定は関東選手権全戦の得点合計により決定され、最高得点者をチャンピオンとする。尚、

複数のライダーが同一得点を得た場合は、次の順序により決定する。 

１） 上位入賞回数の多い者を優位とする。 

２） 上記規定で決定出来ない場合は、関東地区トライアル部会にて決定する。 

4. シリーズ賞 

本規定に基づき決定された選手権順位で、公認クラス各部門（ジュニア・国内 B 級、国内 A 級、国際 B 級）の

上位 6 位、承認クラス（国際 A 級）の上位 3 位はその栄誉を称えランキング認定証が授与される。 

 

Ⅱ ライセンス昇格規定 

⚫ ジュニア・国内 B 級から国内 A 級（自動昇格） 

関東地区の 1 月から 11 月末までの公認競技会において合計ポイントが 100 点以上の者、かつポイント上位 10

位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事が出来る。 

⚫ 国内 A 級から国際 B 級（自動昇格） 

関東地区の 1 月から 11 月末までの公認競技会において合計ポイントの上位 5 名。但し、同点者のある場合は

この人数を超える事が出来る。（関東選手権のポイントは付則下記地方選手権競技会のポイント表） 

⚫ 国際 B 級から国際 A 級（申請昇格） 

関東選手権年間シリーズチャンピオンとなり昇格申請書を提出した者。 

⚫ 地方選手権競技会 

11 月 1 日開催の関東トライアル選手権第 11 戦茨城大会はプラス 3 ポイントが与えられる。 

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 台以上とする。（1 台以下は不成立） 

⚫ その他の公認競技会 

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 台以上とする。（1 台以下は不成立） 

 

 

Ⅲ 2023 年度関東選手権シリーズ招待選手 

⚫ 招待選手は下記国際 B 級‘22 関東選手権ランキング入賞者とする。 

チャンピオン 藤井 俊彦 

2 位 新井 昭多 

3 位 大島 義幸 

 ※参加クラスは問いません 
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2023 関東地区公認大会（関東選手権／県大会）  
Ｊ・ＮＢ／ＮＡクラス指定ゼッケン 

 

NA No 氏名 No 氏名 No 氏名 No 氏名 

 1 齋藤 由美 11 市村 謙太郎 21 奥野 翼 31 袋井 就介 

 2 土井 治 12 粕谷 勉 22 金城 秀明 32 松島 彰次 

 3 鈴木 拓海 13 池田 勲 23 内藤 智之 33 綾野 竹人 

 4 梶村 智徳 14 田中 雄志 24 長井 美貴男 34 藤田 裕貴 

 5 星野 知也 15 百瀬 伸一 25 酒井 和明 35 小林 諒平 

 6 菅原 明弘 16 斉藤 和満 26 菱川 正和 36 長谷部 佑弥 

 7 山崎 信男 17 忠野 哲也 27 村越 文好 37 横塚 健 

 8 寺内 敏家 18 神長 叡摩 28 押野 和孝 38 南 昌明 

 9 清水 忍 19 杉戸 政一 29 佐藤 正大 39 武内 祐徳 

 10 古市 右京 20 小林 光 30 小川 勇 40 中西 公彦 

 

 

Ｊ・NB No 氏名 No 氏名 No 氏名 No 氏名 

 1 黒澤 孝史 11 象潟 晋治 21 松岡 健太郎 31 渡邉 京三 

 2 池田 直邦 12 三留 直也 22 弓田 直也 32 大野 丈二 

 3 加藤 宏 13 竹村 大樹 23 菅原 栄 33 前川 保文 

 4 田村 達也 14 森 雄哉 24 田中 圭介 34 野田 翔大 

 5 東盛 安政 15 松田 昌博 25 齋藤 豊 35 藤森 健史 

 6 柏崎 淳 16 藤川 昴 26 高橋 大介   

 7 軽部 栄 17 松島 幸男 27 朝日 良光   

 8 赤尾 種男 18 神藤 信弘 28 伊藤 卓也   

 9 宮本 亘 19 吉川 雅夫 29 三田 彰   

 10 小澤 一彦 20 柳澤 裕次 30 小掠 敦   

 

※記載の無い方は本年度初めてエントリーされた関東地区公認大会（関東選手権/県大会）にて年間ゼッケンが

主催者により指定されます。 

※この年間指定ゼッケンは関東地区公認トライアル大会（関東選手権/県大会）のみに有効なゼッケンで、他地

区競技会及び全日本選手権等には使用できません。 
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〈お知らせ〉 

■公認トライアル大会 アシスタント登録について 

 関東地区公認トライアル大会のアシスタント登録が必要です。 

 詳細は下記の通りです。 

 ・事前申込（申込書に記入） エントリー費 2,000 円 

 

■2023 全日本トライアル選手権 関東大会のご案内 

 同大会は下記の通り開催致します・ 

  日程：6 月 4 日（日） 

  会場：モビリティリゾートもてぎ特設会場  https://www.mr-motegi.jp/ 

 

■全日本トライアル関東大会、関東トライアル選手権 第２戦もてぎ大会 

 ［もてぎ・鈴鹿共済会（以下、MS 共済会という）加入について］ 

  モビリティリゾートもてぎで開催される上記大会のみエントリー費とは別に MS 共済会への加入が必

要となります。詳細はモビリティリゾートもてぎモータースポーツ課までお問い合わせ下さい。 

 

■環境マットの使用について 

 詳細は P.3「〔21〕参加者の遵守事項 ７）環境マットについて」をご参照下さい。 

 

■関東地区公認大会 年間指定ゼッケンについて 

 「Ｊ・ＮＢ」「ＮＡ」「ＩＢ」ゼッケンは年間指定ゼッケンとなります。 

 詳細は P.2「〔9〕ゼッケンナンバー」をご参照下さい。 

 

■メディカルパスポート 

 大会期間中所持が義務となります。 

 詳細は P.2「〔11〕車両・その他検査」をご参照下さい。 

 

■地方選手権競技会のポイントスケール改訂について 

詳細は P.4「●地方選手権競技会」をご参照下さい。 

https://www.mr-motegi.jp/
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2023関東トライアル選手権シリーズカレンダー 

日程・Rd 会場 開催クラス（昇格対象／対象外） 

主催者 申込・問い合わせ 送金方法 申込期間 

2/5 第 1 戦茨城大会 オフロードパーク SHIRAI Ｊ/NB NA IB IA 

Team SHIRAI 〒300-4404 茨城県桜川市真壁町白井 1569-1 

TEL 080-8855-1493 オフロードパーク SHIRAI 

URL （WEB エントリーはコチラから）

https://sites.google.com/view/kantoraibaraki/ 

 

銀行振込 1 月 15 日（日） 

～1 月 24 日（火） 

2/26 第 2 戦もてぎ大会 モビリティリゾートもてぎ Ｊ/NB NA IB IA 

ホンダモビリティランド 

（株） 

〒321-3597 栃木県芳賀郡茂木町桧山 120-1 

モビリティリゾートもてぎ レース事務局 

TEL 0285-64-0200  

URL  https://www.mr-motegi.jp/trial_m/ 

申込 URL https://www.ms-event.net/mrmweb/ 

 

クレジット決済 

現金書留 

2 月 5 日（日） 

～2 月 14 日（火） 

3/12 第 3 戦千葉大会 TRINBA Ｊ/NB NA IB IA 

千葉県トライアル部会 〒270-1604 千葉県印西市山田 1733 

the COUNTRY HOUSE 

TEL 0476-98-0102  

URL ch-trinba.sports.coocan.jp/ 

 

銀行振込 2 月 19 日（日） 

～2 月 28 日（火） 

3/26 第 4 戦埼玉大会 オフロードヴィレッジ Ｊ/NB NA IB IA 

埼玉県トライアル部会 

 

 

〒350-0846 埼玉県川越市中老袋 295-5 

ウエストポイント・クラブハウス内 

TEL 049-226-4141 

 

銀行振込 3 月 5 日（日） 

～3 月 14 日（火） 

4/9 第 5 戦山梨大会 嵐山つり堀トライアル場 Ｊ/NB NA IB IA 

嵐山不老天狗 〒406-0821 山梨県笛吹市八代町北 629-1 

杉山方 

TEL 055-265-5054  携帯 080-4729-2913 

 

現金書留 3 月 19 日（日） 

～3 月 28 日（火） 

4/30 第 6 戦新潟大会 女堂オフロードパーク Ｊ/NB NA IB IA 

TEAM 正春 〒950-3304 新潟県新潟市北区木崎 1125-24 

ばいく屋ミヤザキ 

TEL 025-386-7729 

 

現金書留 4 月 9 日（日） 

～4 月 18 日（火） 

7/9 第 7 戦埼玉大会 オフロードパーク SHIRAI Ｊ/NB NA IB IA 

埼玉県トライアル部会 

 

〒343-0806 埼玉県越谷市宮本町 3-126-6 

整備処 上村岳夫方 

TEL 090-8859-1062 

 

現金書留 6 月 18 日（日） 

～6 月 27 日（火） 

    

    

    

    

    

https://sites.google.com/view/kantoraibaraki/
https://www.mr-motegi.jp/trial_m/
https://www.ms-event.net/mrmweb/
ch-trinba.sports.coocan.jp/
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8/6 第 8 戦千葉大会 TRINBA Ｊ/NB NA IB IA 

千葉県トライアル部会 〒270-1604 千葉県印西市山田 1733 

the COUNTRY HOUSE 

TEL 0476-98-0102  

URL ch-trinba.sports.coocan.jp/ 

 

銀行振込 7 月 16 日（日） 

～7 月 25 日（火） 

9/3 第 9 戦山梨大会 嵐山つり堀トライアル場 Ｊ/NB NA IB IA 

嵐山不老天狗 〒406-0821 山梨県笛吹市八代町北 629-1 

杉山方 

TEL 055-265-5054  携帯 080-4729-2913 

 

現金書留 8 月 13 日（日） 

～8 月 22 日（火） 

9/17 第 10 戦新潟大会 女堂オフロードパーク Ｊ/NB NA IB IA 

TEAM 正春 〒950-3304 新潟県新潟市北区木崎 1125-24 

ばいく屋ミヤザキ 

TEL 025-386-7729 

 

現金書留 8 月 27 日（日） 

～9 月 5 日（火） 

10/8 第 11 戦茨城大会 真壁トライアルランド Ｊ/NB NA IB IA 

茨城県トライアル部会 

 

※ボーナスポイント対象 

〒312-0003 茨城県ひたちなか市足埼 1492-36 

榎本方 

TEL 080-8842-8351 

URL （WEB エントリーはコチラから）

https://sites.google.com/view/kantoraibaraki/ 

 

銀行振込 9 月 17 日（日） 

～9 月 26 日（火） 

 

2023関東地区トライアル県大会カレンダー 

日程・Rd 会場 開催クラス（昇格対象／対象外） 

主催者 申込・問い合わせ 送金方法 申込期間 

5/7 第 1 戦茨城県大会 オフロードパーク SHIRAI Ｊ/NB NA IB IA 

Team SHIRAI 〒300-4404 茨城県桜川市真壁町白井 1569-1 

TEL 080-8855-1493 オフロードパーク SHIRAI 

URL https://sites.google.com/view/kantoraibaraki/ 

 

銀行振込 4 月 16 日（日） 

～4 月 25 日（火） 

6/11 第 2 戦新潟県大会 新潟県魚沼市干溝内 Ｊ/NB NA IB IA 

魚沼トライアルクラブ 〒946-0051 新潟県魚沼市今泉 1568-1 

モーターショップヤマシゲ内 TEL025-799-3115 

 

現金書留 5 月 21 日（日） 

～5 月 30 日（火） 

9/24 第３戦茨城県大会 オフロードパーク SHIRAI Ｊ/NB NA IB IA 

Team SHIRAI 〒300-4404 茨城県桜川市真壁町白井 1569-1 

TEL 080-8855-1493 オフロードパーク SHIRAI 

URL （WEB エントリーはコチラから）

https://sites.google.com/view/kantoraibaraki/ 

 

銀行振込 9 月 3 日（日） 

～9 月 12 日（火） 

 
 
 
 
 

ch-trinba.sports.coocan.jp/
https://sites.google.com/view/kantoraibaraki/
https://sites.google.com/view/kantoraibaraki/
https://sites.google.com/view/kantoraibaraki/
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2023関東地区トライアル主要競技カレンダー 

開催日 5/20 ～ 5/21 

大会名称 FIM トライアル世界選手権シリーズ 日本グランプリ 

会場 モビリティリゾートもてぎ 

主催者 （一財）日本モーターサイクルスポーツ協会/ホンダモビリティランド（株） 

申込・問い合わせ 〒321-3597 

栃木県芳賀郡茂木町桧山 120-1 ホンダモビリティランド株式会社 

モビリティリゾートもてぎ TEL0285-64-0200 http://www.twinring.jp/ 

開催日 6/4 

大会名称 全日本トライアル選手権シリーズ 第 3 戦 関東大会 

会場 モビリティリゾートもてぎ 

主催者 ホンダモビリティランド株式会社 

申込・問い合わせ 〒321-3597 

栃木県芳賀郡茂木町桧山 120-1 ホンダモビリティランド株式会社 

モビリティリゾートもてぎ TEL0285-64-0200 http://www.twinring.jp/ 

開催日 11/19 

大会名称 MFJ トライアルグランドチャンピオン大会 

会場 真壁トライアルランド 

主催者 関東地区トライアル部会 

申込・問い合わせ 調整中 
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銀行振込・郵便振替 口座一覧 

第１戦 茨城大会・第 1 戦 第 3 戦 茨城県大会（会場：オフロードパーク SHIRAI） 

主催者名 Team SHIRAI 

金融機関名 筑波銀行 口座所有者 Team SHIRAI 

支店名 真壁支店 店番号 171 口座名義 
Team SHIRAI 

口座種類 普通 口座番号 1067640 加入者名 

第３戦・第 8 戦 千葉大会（会場：TRINBA） 

主催者名 千葉県トライアル部会 

金融機関名 ゆうちょ銀行 口座所有者 タカハシ ノブオ 

※ゆうちょ間口座番号（記号 10520 番号 67417951） 

支店名 〇五八店 店番号 058 口座名義 
タカハシ ノブオ 

口座種類 普通 口座番号 6741795 加入者名 

第４戦 埼玉大会（会場：オフロードヴィレッジ） 

主催者名 埼玉県トライアル部会 

金融機関名 ゆうちょ銀行 口座所有者 ウエストポイント 福本敏夫 

※ゆうちょ間口座番号（記号 10380 番号 45050421） 

支店名 〇三八店 店番号 038 口座名義 
ウエストポイント フクモトトシオ 

口座種類 普通 口座番号 4505042 加入者名 

第 11 戦 茨城大会（会場：真壁 TR ランド） 

主催者名 茨城県トライアル部会 

金融機関 常陽銀行 口座所有者 マカベトライアルクラブ 

支店名 佐和支店 店番号 141 口座名義 マカベトライアルクラブ 

口座種類 普通 口座番号 1410622 加入者名 エノモト タケヒロ 

注意 

 ・上記主催者のみ銀行振込にてのエントリーが可能とする。 

 ・エントリーするクラスの金額を各自で確かめた上でお振込み下さい。 

  送金手数料は各自でご負担願います。 

 ・送金を証明する書類もしくはそのコピーをエントリー用紙とともに主催者にお送り下さい。 


