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６０分間での周回数を競います。MTB 中級者以上の小学生以上が対象です。思う存
分走りたい人は是非こちらにご参加ください。ソロとペアの 2 クラス、表彰はクラス毎
に行います。
参加費 ・ソロ・ペア（共通） 1 名あたり 一般 \4,400
※『 ゆったり』とのダブルエントリーはできません。

昼食のお弁当をご用意いたします。ご希望の方は必ず個数をご入力ください。
１ 個 1 000 円（ドリンクは付きませんのでご自身でご用意ください）
※会場周辺には売店・飲食店がありません。（JR 海浜幕張駅周辺にはコンビニ・
ファーストフード店などあります）

JMA 会員 \3.300

2 0 17 年 10 月 22 日 (日)
３名までのチームで６０分間をのんびり走ってもらうクラスです。大会参加が初めての
人や MTB 初心者向け。ファミリーでも、グループでも、子供同士でも、誰もが楽しんで
いただけるチーム競技です。
クラスは ①小学生１人以上と大人のグループ「キッズイン」
②中学生以上のグループ「オープン」
③小学生が１人でチャレンジする「キッズソロ」、
④小学生だけのグループ「キッズオンリー」の 4 つです。
（小学生以外のソロでの出場は認められません。）
参加費
・キッズイン、オープン、キッズソロ、キッズオンリー（共通）
一般
\4,400 JMA 会員 \3.300／小学生 \3,850 会員小学生\2,750
※『 バリバリ』とのダブルエントリーはできません。
※レース中は子供もコースを走ります。安全な間隔が確保できない場所での追い抜
きは禁止です。

タイムスケジュールが 2 月より変更になっております。よくご確認の上、お申込
み下さい。
8:30-12:00 受
付
9:00-9:50 コースオープン（バリバリ参加・ゆったり参加の方はこの時間
が試走時間となります）
9:00-9:50
ビギナーズパック
10:00-11:00 バリバリ・エンデュランス 60
11:20-11:50 コースオープン（サーキット参加者）
12:00-12:20 ディーバイク・キックス・チャレンジ
12:20-13:20 サーキットレース
〈1〉おとな(男)
〈2〉小学 5・6 年生
〈3〉小学 3・4 年生
〈4〉小学 1・2 年生
〈5〉未就学児 補助輪なし
〈6〉未就学児 補助輪あり
13:40-14:40 ゆったり・エンデュランス 60
★表彰式は全競技終了後、準備が整い次第本部前にて行います。
※スケジュールは都合により変更の場合があります。
※ゼッケン未着での試走はできません。

短いコース、少ない周回数のサーキットは、小学生以下の子どもは学年（２学年単位）
によるクラス分け、中学生以上は大人クラス。補助輪ありクラスは今までの補助輪有
りは今回からアイデス・キックス・チャレンジになりました。
自転車、ヘルメット無料貸出なので、手ぶらで参加できます。お申込みの際は身長
を記入してください。
参加費
・キッズ各クラス(小学生以下) 1 名 一般 \1,200 JMA 会員 \600
・おとな 男・女(中学生以上) 1 名 一般 \2,300 JMA 会員 \1,200
・ディーバイク・キックス・チャレンジ 一般・会員とも ￥５００

オフロードのコースを走るのは 初めて、またはきちんと習っていない方向けのパック
です。
午前中の JMA インストラクターによる講習会で基本的なテクニックをマスター！キッ
ズ検定体験会も実施。 午後はゆったりエンデユランス６０に参加します。一人での参
加でもビギナーズパック参加の方同士でチームを結成します。なお、すでに仲間の方
とチームが決定している方は、備考に一緒に走られる方の氏名をご入力ください。な
お、小学生以下の申込者はゆったりではなく、サーキットレースに参加となります。親
子でビギナーズパックにお申し込みの場合のみ、差額なしで親子ペアのゆったりへの
振り替えを承りますが、お子様のみでビギナーズパックにお申し込みの場合はサー
キ ットからゆったりへの変更希望は差額を頂きます。
参加費
ビギナーズ・パック 1 名
一般 \6,500
JMA 会員 \5.000
小学生 \4,000 JMA 会員小学生 \3,000 （スクール･レース参加費込み）

● 東関東自動車道 湾岸千葉 IC または湾岸習志野 IC から車で約５分
● ＪＲ京葉線海浜幕張駅より京成バス｢マリンスタジアム｣下車徒歩 10 分
● 駐車場は 8:30 開門、17:00 閉門予定で、収容台数 160 台となります。(1 日
600 円／1 台、一度退場されると無効となります。)

最終締切：2017 年 10 月 11 日（水)

◎スタートリスト(招集順)について：全カテゴリー共通事項
前回大会の１～３位の選手を最初にコールします。それ以降は参加申し込み
順を基準としてコールします。

ご入金が締切日に完了していない場合は保留となります。各クラスとも定員により期
日前に締め切る場合もあります。その際は返送手数料を差し引いて参加費を返金さ
せていただきます。ご了承ください。

◎参加申込み、参加費払い込み完了にて参加申込み手続きが完了します。
全ての手続きが完了した順番をスタートストに反映します。
◎レンタルヘルメット・MTB はありません。各自お持ちください。

W e b エ ントリーのみの受付となります。
下記のサイトで申込手続きを行ってください(コンビニ・クレジットカード・ネットバ
ンク・ペイジー決済対応)。初めてのご利用の場合、スポーツエントリーへのメン
バー登 録が必要となります。Web エントリーの場合、申込用紙をお送りいただ
く必要はございません。なお、出場者全ての氏名(フリガナ)・生年月日・住所・
電話 番号を正確に入力してください。不備などがある場合、確認が出来るまで
受付が保留となります。
２．携帯電話の方
携帯電話からも決済画面にアクセスできます。(PC ですでに利用済みでも)初
めてのご利用の場合はスポーツエントリーへのメンバー登録が必要です。Web
エントリーの場合、申込用紙をお送りいただく必要はございません。
アドレスはこちら。

http://www.sportsentry.ne.jp/

◎ 自転車の安全点検は主催者側では行わないの で、必ず事前に整備を行っ
てください。
◎ 泥除け、ライト、キャリア、ベル等の競技上、危険なもの、不必要なものはレ
ース出走前に取り外すかテープ等での固定をお願い致します。
◎ 昼食は各自でご用意されるか、お弁当をお申し 込みください。
◎ 会場での火気の使用は出来ません。また、ゴミ は各自お持ち帰りください。
◎ 駐車場でのテント・タープの設営等は他の駐車の方に迷惑となりますので禁
止されています。
◎ ご自身の参加クラス、スタート時間等は当日ノーティスボード（掲示板）にて
ご確認ください。
◎ 競技中の病気、傷害については応急処置の用意はありますが、それ以降は
本人が一切の責任を負わなければなりません。保険証等の用意も忘れない
ようにしてください。
◎ 当日の天候等のコンディションによりスケジュールは変更される場合があり
ます。なお、原則的に雨天決行で す。

Web エントリーに関するお問い合せも↑こちら
※尚、スポーツエントリーの電話申し込みをご希望の方
０５７０－５５０－８４６ までどうぞ。

今回より受領証の発行はありません。 レース当日は申し込み完了時にスポー
ツ エントリーから送信されてくるメールの画面を印刷又は携帯・スマートフォン
の画面にて受付でご提示下さい。
参加申込み締切後に参加者リストをホームページに掲載しますので参加カテ
ゴ リーとお名前をここでご確認下さい。
お名前が掲載されていない方は参加申込みの手続きが完了しておりませんの
で協会事務局へお問合せ下さい。

お申し込みの際の注意事項

■緊急時の避難について
幕張海浜公園（A・B ブロック）は、広域避難場所となっております。
付近の津波避難ビル・・・打瀬小学校、幕張西中学校、幕張南小学校

お問い合わせ／お申し込み先：

日本マウンテンバイク協会 ａｂｃ大会事務局
〒1 6 0-0015 東京都新宿区大京町 21-41
T EL 0 3-5363-3200（月～金 1 0 :00-18:00） FAX 0 3-5363-3201
h t tp://www.japanp-mtb.org in fo@japan-mtb.org

※必ずお読み下さい。

◎ エ ンデュランスとサーキットのダブルエントリーの場合は必ず同時にお申し込み
下さい。別々にお申込の場合、後からのお申込をその方の申込順とさせて頂き
ます。
◎ 同じチームから複数エントリーする場合には Ａ、Ｂ、Ｃ等と区別できる名前をつけ
てください。
◎ 各カテゴリーとも、定員になり次第締め切ります。また、締切後の返金について
は返送実費を引いた上で返送させて頂きますのでご了承ください。
◎ お申し込み後の返金、および次回大会への振替等は、事務手続上できませんの
でご了承ください。
◎ 大会当日のお申込(追加含む)はお受けできませんのでご了承下さい。
◎ 誓約文もご確認ください。
◎ 各年齢別のカテゴリーは大会当日を基準とします。
◎ お子様に自転車の機能性を正しく理解して頂く為に、ＪＭＡでは前後共にブレー
キ の付いた車両を使用してください。親御様のご理解・ご協力をよろしくお願い致
しま す。

主 催：日本マウンテンバイク協会（ＪＭＡ）
会 場：千葉県立幕張海浜公園 マウンテンバイクコー ス (千葉市美浜区)
後 援：、(一財)自転車産業振興協会 (一財)日本自転車普及協会、
(公財)日本サイクリング協会、(一社)自転車協会、
「サイクルスポーツ」 「バイシクルクラブ」、「ファンライド」、
「ニューサイグリンク」、「サイクルプレス」、「バイシクル２１」
（申請中含む）
協 賛：
イオンバイク(株)、サイクルテラス、トップバリュ(株)

