
第 1 回   TeamBattleMatch 
☆2 時間耐久（2～3 人）合計 100 チーム枠（予定） ＊詳細は HP で確認して下さい 

募集期間 5月 3日～12 月 3日まで (100 ﾁｰﾑ先着順)  開催日 1月 5日（土） ｽﾀｰﾄ 午前 (予定) 

★ 筑波８耐・春夏秋総合１位から５位は先頭スタート  

自転車耐久レースとして長い歴史を持つ JCCERC が主管する、新たな自転車レース TeamBattleMatch 

筑波８耐がリレー戦なのに対し、TeamBattleMatch はﾁｰﾑ員全員が計測機を付け、同時に走り出す本格的なﾁｰﾑ対抗戦となっています 

チーム員の絆と技術で競い合う熱い戦いへの挑戦をお待ちしております 

 

 

●開催場所 筑波ｻｰｷｯﾄ 茨城県下妻市村岡乙 159 ●競技内容 ﾁｰﾑ員全員で走る 2時間耐久ﾚｰｽ 

●参加資格 小学４年以上（小学生のみのﾁｰﾑ編成不可）健康体で完走能力の有る人 ㊟心臓病など持病等参加禁止（ﾁｰﾑ失格） 

●申込方法  現金書留 参加申込誓約書に記入の上、参加費を添えて下記まで郵送して下さい。        お申込み時必読：注意及び誓約書 

銀行振込 参加申込誓約書に記入の上、参加費振込後、振込控えのｺﾋﾟｰと一緒に下記まで郵送して下さい。 

          振込先  ○三井住友銀行 牛久支店 普通 口座番号 3601987  口座名 ニホンクローズドサーキット 

送り先 〒300-1236 茨城県牛久市田宮町 140-3      JCCERC TBM 2 耐 ※参加費のみを送る場合は封筒にﾁｰﾑ名を書く 

 問合せ（12:00～20：00）☎080-8478-0808 029-871-5422 FAX029-871-2345 official home page (www.jccerc.info)申込時ﾁｪｯｸ！ 

 

注意 代表責任者が正確に記入して下さい・記入漏れ押印がない場合は無効です(代表責任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下さい)複数ﾁｰﾑの代表兼任不可・No.1 ﾗ

ｲﾀﾞｰが代表責任者になります・未成年（２０未満）の参加は保護者の同意が必要・未成年保護者同意書に自署押印（未成年ﾁｰﾑは委任を受けた代表保護者が必ず１人付き添う）・参加申込誓

約書の郵送又は銀行振込後に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による返金はできません。他ﾁｰﾑへの参加費の移動はできません） 

＊申込時に家族・保護者に内容を説明しご参加下さい。 

 

 

 

②夏８耐

④Fan８耐

性
西暦 年 月 日 歳

〒 男
TEL

女
携帯

性
西暦 年 月 日 歳 性

西暦 年 月 日 歳

男
TEL

男
TEL

女 女

●車両規定・競技規則は裏面に記載。競技規則等は変更する場合があります、車両規定や競技規則等を必ずお読み下さい。

●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押印。（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での参加申込は、必ず保護者に誓約書及び競技に関する説明と理解を得てください。保護者による自署押印を頂いて下さい。

●ﾋﾟｯﾄｲﾝしても周回数はｶｳﾝﾄされません。

●計測選手の交代、休憩、ﾋﾟｯﾄｽﾄｯﾌﾟﾍﾟﾅﾙﾃｨｰ（黒旗）や、リタイア時にﾋﾟｯﾄｲﾝして下さい。

●ﾋﾟｯﾄｽﾄｯﾌﾟﾍﾟﾅﾙﾃｨｰ（黒旗）はチーム員全員でﾋﾟｯﾄﾛｰﾄﾞへ入り指定場所で停車して下さい。

●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。

●走行中は必ずﾁｰﾑ毎にまとまって縦一列（ﾄﾚｲﾝ）走行して下さい。　　（ﾍﾟﾅﾙﾃｨ対象）

㊟ﾁｰﾑ員がバラバラに走行する事は禁止です。

●他ﾁｰﾑとのﾄﾚｲﾝ走行は原則禁止。 　（ﾍﾟﾅﾙﾃｨ対象）

㊟やむを得ず後ろにつく場合は、前にいるﾁｰﾑの先頭交代を邪魔しないよう２車両分の距離を空けて下さい。 

㊟他ﾁｰﾑが仲間のﾁｰﾑとしてもﾄﾚｲﾝに割り込ませる行為等禁止。必ずﾁｰﾑ毎にまとまってトレイン走行して下さい。

●ｺﾞｰﾙ＆ﾚｰｽ終了の合図は、ﾌﾗｯｸﾞﾀﾜｰでﾁｪｯｶｰﾌﾗｯｸﾞを振ります。（規定時間で終了）　※変更になる場合があります。

●ゴールの判定は計測機を身に着けた選手となります。

誓印

（同意します） （同意します）

TeamBatt le

誓約書に同意いたします。

（未成年保護者同意書）

保護者自署押印

Matchの特長

傷害保険、駐車券（1枚）、消費税（8％）含む

㊟参加申込誓約書の郵送後、又は銀行振込後の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

金もできません。

2～3人 32.400円

(30.000)

キャンセル・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。

誓印

レースに出場する事及び 3ﾗｲﾀﾞｰ保護者氏名

（同意します）

誓印

記入なし無効No3 記入代表責任者に委任済み

ﾌﾘｶﾞﾅ

注意

1ﾗｲﾀﾞｰ保護者氏名

ピット（事務局用）
ショ ップ所属のチームは、

下記にショ ップ名を記入して下さい。 ①春８耐
ゼッケン（事務局用）

先行受付ゼッケン記入欄該当する箇所を〇で囲む

1ﾁｰﾑ参加で2ﾁｰﾑ先行受付

㊟参加チーム名

③秋８耐

12文字以内

㊟濁点は1文字

㊟年齢・T E Lなし

3ﾗｲﾀﾞｰ保護者氏名

　　として数える。

郵便番号、住所、ﾏﾝｼｮﾝ名は必ずお書き下さい

参加申込誓約書

はっきりと

税抜き価格

参加ﾁｰﾑ名

ﾌﾘｶﾞﾅ

読みやすい書体で 　印なし無効。

参加費（税込）

ﾌﾘｶﾞﾅ12文字以内・濁点は1文字

代表責任者No1 　（代表責任者変更は、不参加の場合のみ認める）　印なし無効

絵文字・特殊文字不可

いかなる場合でも他を非難・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しません。気象条件の悪化及び災害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。

連絡が取れる電話
氏名

連絡が取れる電話
氏名

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、

ﾌﾘｶﾞﾅ

住所

記入なし無効

TELと携帯記入

誓
約

書

氏名

記入代表責任者に委任済み 記入なし無効No2

誓印

ﾌﾘｶﾞﾅ

☆ 任意保険 ☆ 

大会が加入する保険

とは別に安心の為に

参加者各自で任意保

険に加入する事をお

すすめします。 

☆銀行振込の

場合、HP 又

は TEL で募

集の有無を確

認して下さい 

☆ 銀行振込は：ﾁｰﾑ名＋

Tel 番号(数字のみ)で振込 

 

☆2018 シリーズ戦☆ 

１戦 春８耐(5/3) 

２戦 夏８耐(8/11) 

３戦 秋８耐(10/6) 



●表 彰 2h 総合/ 1 位～3位 ・ ショップ対抗賞/1位～3位 （3 ﾁｰﾑ以内で 1位のみ）（6 ﾁｰﾑ以内で 2位まで） 

 

●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・折りたたみ車・小径車・MTB☆ﾘﾑ・ﾀｲﾔｻｲｽﾞ自由 

㊟赤色点滅ﾘﾌﾚｸﾀｰ（乾電池式）取り付け固定、ｻｲｸﾙｽﾀﾝﾄﾞ（着脱）必要になる人のみ〔固定式ｽﾀﾝﾄﾞ不可〕、不可（競技規則を確認） 

●ﾊﾝﾄﾞﾙ規定 ﾛｰﾄﾞ(ﾄﾞﾛｯﾌﾟ・ﾌﾞﾙﾎｰﾝ)可,ｸﾛｽﾊﾞｲｸ(ﾄﾞﾛｯﾌﾟ・ｽﾄﾚｰﾄ)可,ＭＴＢ(ｽﾄﾚｰﾄ・ﾌﾞﾗﾊﾏﾊﾞｰ・ｱｼｽﾄﾊﾞｰ)可,小径車・折りたたみ車(ﾄﾞﾛｯﾌﾟ・ｽﾄﾚｰﾄ)可 

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、長さ等に規定有り。㊟突起物、その他危険と判断された物の取り付け不可 

●参加クラス ｵｰﾌﾟﾝｸﾗｽ  TBM （2～3 人）  男女比・車両組合せ自由 

※TBMの大会のみ  TT用（エアロ）ヘルメット・DHバータイプ の装備を特別に許可。 

 
 

 

●大会に備え体調を整え健康体でご参加下さい、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下さい） 

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。 

1. 駐車は車間を空けずに詰めて駐車して下さい。又、駐車場の場所取りは出来ません。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下さい。（場内禁煙）（喫煙は指定の吸殻入れのある場所のみ） 

2. 受付は指定された時間内に済ませて下さい。受付の際、参加受理書及び必要書類（記入済み）を提出して下さい。 

当日の変更は受付で登録変更届の手続きをして下さい。当日の変更は新規登録扱い（ﾒﾝﾊﾞｰの変更は表彰除外）となります。 

3. 自動計測機の取付け方法の用紙は正式参加受理書と一緒に発送します。 

4. 自動計測機を紛失した場合は、規定の料金をお支払いいただきます（計測機は当日配布致します。終了後は事務局まで返却して下さい） 

5. 場内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。 

6. ピットロード側には車両及び工具等を置かないで下さい。 

7. ピットインしても周回数はカウントされません。計測選手の交代、休憩、ﾋﾟｯﾄｽﾄｯﾌﾟﾍﾟﾅﾙﾃｨｰ（黒旗）やリタイア時にﾋﾟｯﾄｲﾝして下さい。 

8. ピットインする場合は第２ヘアピンに近づいたら後方のライダーに合図し、右側を走行してピットロード入口より入って下さい。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下さい。コースを走行するライダーが優先です、進路を妨げない

で下さい。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。 

9. ピットロードは時速 15km 以下で走行して下さい。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。 

10. 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。走行速度の速いライダーはコースの左側を走行して下さい。速度の遅いライダーはコース右側を

走行して下さい。追抜きをする時は必ず声をかけて下さい。(追越し禁止) 

11. 走行中のトラブルや事故でチーム員が走行出来なくなった場合、必ず残りのチーム員は停車し、後方ライダーに合図を送り注意喚起をする。  

移動が可能な場合はグリーン上に移動して下さい。（手を振る事が可能な場合は手を振る） 

※体調不良で自力走行出来ない場合も、グリーン上の安全な場所に居て下さい。（チーム員は必ず停車し、リタイアするかの判断をする） 

㊟車両トラブルや故障で走行不可能になった選手は自動的にリタイアとなります。リタイアした選手は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下さい。コースを横断する時はポスト員の指示に従って下さい。 

㊟コース上に走行可能なチーム員が１名になった時点でチームはリタイアとなります。ピットインして下さい。 

㊟リタイアした選手はピットイン後、タワー下事務局にリタイアを報告して下さい。チーム員全員の場合はリタイア届を提出して下さい。 

12. 残ったチーム員がレースを継続する場合、残りのチーム員は安全確認後にコース上に戻りレースを続けて下さい。 

13. 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

よる事故等に注意して下さい。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下さい。 

注意 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下さい。 

ピットストップペナルティー  

黒旗表示によりピットストップペナルティーになったチームは、チーム員全員でピットロードへ入り指定場所で停車すること。 

※ﾋﾟｯﾄｲﾝは周回数に含まれません。ペナルティーになる行為やヘルメットなどの装備未装着。又、装備不可の物を取り付けていないか確認する事。 

14. ゴール＆レース終了 ゴールラインは計測機受信部とします。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。 

15. ゴールの判定は計測機を身に着けた選手とします。 

16. 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します。先頭を走行するチーム以外に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、前の周のトップチー

ムを基準に順位を決定します。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。 

持参する物 ヘルメット・グローブ・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で確実に固定する）・ｻｲｸﾙｽﾀﾝﾄ （゙必要になる人のみ） 

注   意 ヘルメットは強度のある物にして下さい。ヘルメットは出来るだけ深い物の方が転倒したときに頭を守ってくれます。 

       ※保障期間が過ぎた物や 1 度衝撃を加えた物は新しいヘルメットと交換して下さい。（工事用・カスクなどは使用不可） 

装 備 不 可  サドルバッグ・リフレクター付サドルバッグ・バッグ類・フレームポンプ・マッドガード・工具・バナナ等固形の食べ物・カメラ

類・携帯電話・ウエアラブルグラス等・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） 

取 付 許 可 ボトル等水分を補給する入れ物（ボトルケージ等は確実に固定する事） 

無線機（事務局に申請：ポケットに入れての出し入れ使用不可）※HP の Q&A より無線機申請の PDF を印刷して申請する。 

●動物の入場禁止（補助犬は募集期間中に電話申請し、大会当日に認定書を必ず持参して下さい） 

●場内の電源（コンセント等）は使用禁止  ●コース走行時撮影禁止（選手）  ●本大会（TBM)では撮影申請の受付はしておりません。 

競技規則≪無断転載禁止≫      参加者／コピー可(レース当日使用) 


