
第2戦
5月27日

5/7～5/16

マシン名 【読みにくいものはふりがな】

チーム名(15文字以内）
排気量( 2st・4st ) cc 

型式 (　　　　　　　　　　　　　)　-　(　No　　　　　 )
タイヤ
名

↓緊急連絡先TEL（親族に限る）を必ず記入してください。連絡先がご自宅の場合は“同上”と記入してください。

（　　　　　　　　　才）

（〒　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　）

　　都道
　　府県

（　　　　　　　　　才）

（〒　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　）

　　都道
　　府県

（　　　　　　　　　才）

（〒　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　）

　　都道
　　府県

有限会社 リンクスコーポレーション　御中

1.私は、本大会競技規則に同意し、主催者の指示に従います。

2.私は、体調や車両の状態を決して無視せず、レースが自己責任の原則が確立されていること及び主催者、競技役員が一切の損害補償責任を免除されている事を

理解し私の親族もこのことを了承しており、関連して起った死亡、負傷その他の事故で私自身及び同行者の受けた損害について、私及び私の親族、相続人、保護者

は決して主催者、共催者、後援社、コース管理者ならびにその従業員、雇用員または他の走行者に対して非難したり、責任を追及したり、損害賠償を請求しません。

このことは、事故が主催者ならびにその従業員、雇用員及び他の走行者に起因した場合であっても変わりありません。

3.私は、本大会の全ての参加者（ライダー・ピットクルー等含む）の肖像権およびその参加車両の音声・写真・映像などを、放送・放映・出版（ビデオ/CD-ROM/DVD等）

および電子メディア（インターネット等における放送・放映など全て含む）の対象とすることは、全て主催者の権限であることを承諾します。（この権限を第三者が使用

することを許可できる権限も主催者は有する）また私は、主催者が本大会の広報のために、参加申込書に記入した個人情報を、公式プログラム・リザルト・場内モニ

ター・場内アナウンスなどに使用し、ラジオ・インターネットなどを通じ配信することは自由であり、使用することを承認します。

4.納入した参加料は規定日数を過ぎた場合、いかなる理由があっても返済の請求を致しません。

5.ライダーが未成年者の場合、上記誓約内容を親権者として承諾し、実印を捺印し、印鑑証明書を添えて申し込みます。

　　2018年　　　　　月　　　　　日　(記入日)

ライダー署名 印 親権者署名
実
印

◆拇印不可 ◆満20才未満の方は親権者の署名と捺印、印鑑証明書が必要です

ライダー署名 印 親権者署名 実
印

ライダー署名 印 親権者署名 実
印

 ◆参加受理書送付先　（上記第1ライダー住所と異なる場合記入）
　氏　名 　　住　　所　（〒　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　）

都道
府県

 ◆Wエントリーの場合、１クラスにつき1枚の申込書を使用してください

　◆参加料 (おつりのなきようお願いします)
　スプリント　　　　　8,850円(税込) + 500円(保険料)=9,350円
　Wエントリー割引　4,860円(税込)　　※他クラスとWエントリーの場合スプリントクラスに適用。

　90分耐久　　　  17,500円(税込) + (保険料) ライダー1人:18,000円、2人:18,500円、3人:19,000円

◆Wエントリーの場合、2クラス目の保険料は不要です。
【例】耐久(1人)とJP41スプリントのWエントリー・・・17,500円+4,860円+500円=22,860円
【例】スプリントノーマル50とSP・MP-FのWエントリー・・8,850円+4,860円+500円=14,210円

申込先 (有)リンクスコーポレーション　モトピク ○／○係  （○／○は開催日）

　　　　　175-0091 東京都板橋区三園2-22-22　TEL 03-5383-0736

【

　
誓
約
書
　
兼

　
承
諾
書
　
】

2018シリーズ戦　参加申込書

　　　　　ふりがな

生年月日

第2ライダー氏名
　　Ｗエントリー
〔　無　　・ 　有　〕

　トレーニング43(TＰ43)

　　年　　　　　　 　月 　　　　　　　日

　ST100

ＪＰ42耐久

HRC GROM耐久 (全国大会対象第4戦迄)

（　　　　　　　　　）

　ノーマル50

（　　　　　　　　　）

性　別

緊急連絡先
TEL(必須）

　　　　市区
　　　　町村郡

自宅TEL
(必須)

　　　　　

携帯TEL

（　　　　　　　　　）

　　　　　

（　　　　　　　　　）

　　　　　

　　市区
　　町村郡

（　　　　　　　　　）

緊急連絡先
TEL(必須）

性　別

男 ・ 女

自宅TEL
(必須)

（　　　　　　　　　）西暦 　　年　　　　　　 　月 　　　　　　　日

男 ・ 女 （　　　　　　　　　）携帯TEL

（　　　　　　　　　）

緊急連絡先
TEL(必須）

（　　　　　　　　　）

住　　所　

　　　　市区
　　　　町村郡

変更
無　・　有

変更
無　・　有

住　　所　

生年月日

　　　　市区
　　　　町村郡

第3ライダー氏名
　　Ｗエントリー
〔　無　　・ 　有　〕

住　　所　

変更
無　・　有

西暦

　　　　　ふりがな

申込期間(消印)
SP・ST100・MP100耐久

生年月日

第1ライダー氏名
　　Ｗエントリー
〔　無　　・ 　有　〕

　　年　　　　　　 　月 　　　　　　　日西暦

第5戦
11月18日

10/29～11/7

第4戦
10月7日

9/17～9/26

7月22日

　SP/MP-F (フレッシュマン)

　※公序良俗に反するものは不可
　　 15文字以降は削除されま

第3戦

7/2～7/11

第1戦
4月1日

3/12～3/21

MP-OPEN耐久

開催日
( 申込日に○→ )

参
加
ク
ラ
ス
に
○

　SP/MP-EXP (エキスパート)

無　　・　　有
（クラス名　　　　　　　　　　 　）

事務局欄希望ゼッケン

※ご希望に沿えない場合があります

＊同一車両によるWエントリー

　　　　　ふりがな

携帯TEL男 ・ 女

車体番号(必 須)
※打刻無しは「打刻無し」と記入し、購入先を明記

ウェイト搭載

性　別
自宅TEL
(必須)

ＣＤＩ
名

　　FP・FN4 (第5戦エキシビション)

マフ
ラー名

Rサス
名

あり　・　なし

　HRC GROM Cup  (第4戦まで)

　ST100F(フレッシュマン)

　SP/MP-B  (ビギナー)
　NSF100 HRCトロフィー
  (第4戦まで)

　 ＪＰ56

　 ＪＰ41 (希望ゼッケンは20番以降)



Moto Picnic 2018 レースエントリーガイド 
 

★エントリー開始時などにお知らせが届くメールマガジン登録が便利です   
当社サイトにて、参加料特例や規則追加等、お知らせしておりますので、 

レースエントリー開始および締め切り時はご確認ください。 

 
 1. 申込時の注意点             

・参加申込書は、必ず 2018年度版所定用紙をご使用ください。 
・参加申込書に参加車両の車体番号を必ず記入してください。打刻無しの場合は購入先を明記してください。 
・Ｗエントリーの場合、必ず 1クラスにつき 1枚の申込用紙をご使用ください。 
・満 20才未満の方は、親権者の直筆署名、捺印、印鑑証明書（コピー不可）の添付が必要です。 
・同じカテゴリー同士（SP-EXPと SP-B、ST100と ST100F 等）でのWエントリーはできません。 
・NSF100HRCトロフィー/ノーマル 50間でのWエントリーはできません。 
・90分耐久は混走別表彰ですので、耐久クラス内でのWエントリーはできません。 
・チーム名は 15文字以内でお願いします。15文字以上の文字はカットされます。 
・参加申込書内誓約書に捺印なき場合は、返送いたします。 
・参加料不足の申込は受け付けできません。 
・郵送による申込は、現金書留にて申込期間の開始日、締切日とも消印を厳守してください。 
・クラスにより、締切日前に定員に達した場合、先着順で締め切る場合があります。 
・申込用紙と参加料が揃わなければ、参加受理できません。 
・電話、ファックス、電子メールによる申込はできません。「参加申込書郵送+銀行振込」はお受けできません。 
・締切日消印を過ぎてからの申し込み(定員に満たない場合のみ受付)は当日エントリーとなり、レイトフィー3,000円が加算されます。 
・当該ライダーが既に申込期間内に他クラスのエントリーをしている場合、当日エントリーのレイトフィーは 1,500円となります。 
・郵送による申込が受理されると、開催 4日前までに参加受理書が発行されます。開催 4日前（水曜日）までに届かない場合、主催者に 
連絡してください。 

・当日エントリーは現地にて 6:25~6:55時間厳守、空き枠が少ないクラスは先着順です。空き枠と前日可能な場合はサイトにて告知。 
 
2. 参加申込後のキャンセル             

・参加申込後にキャンセルする場合、事務局に連絡をくださいますようお願い致します。基本的にメールでのご連絡とし、当社からの返
信メールをもってキャンセル成立とします。一方的なメール連絡でのキャンセルは無効となります。 

・キャンセル料 
① 開催日の 6日前(月曜日)まで：次戦に繰越し 
② 開催日の 5日～4日前(水曜日)まで：参加料から 2,000円を差し引いた額を次戦に繰越し 
③ 開催日の 3日前～当日：繰越し及び返金は不可 
・一旦キャンセルしたレースについて、キャンセルを取り消して当日参加する場合は当日エントリーと同様の手数料 3,000円とさせていただきます。 
・大会当日、選手受付後に出走できなくなった場合も、繰越し及び返金できません。 
 

3. 申込後のクラス変更、ライダー変更、追加、車体番号変更        
・締切日以降、やむを得ず参加者の都合により車両変更した場合、車体番号を開催 3日前までにメールにて連絡もしくは当日受付にて 
所定用紙にて申請して下さい。 
・締切日以降、やむを得ず参加者の都合によりクラス変更する場合、当社にメールにてご連絡ください。手数料 2,000円となります。 
参加台数によっては変更をお受けできません。エントリー時にクラス選択を誤った場合も同様の手続きとなります。 
・スプリントクラスは、申し込み後のライダー変更はできません。 
・90分耐久クラスのライダー全員の変更はできません。  
【90分耐久クラスのライダー変更、追加方法】 
① 事前変更 
開催 4日前(水曜日)までに基本的にメールにてご連絡ください。これ以降は当日変更となります。メールでのご連絡は、当社からの返信 
メールをもってライダー変更連絡が成立します。一方的なメール連絡での変更は無効となります。 
事前変更追加手数料：無料 
② 当日変更 
当日のライダー変更、追加には印鑑が必要となります。必ずご持参ください。印鑑がない場合は、参加できませんので 
ご注意ください。当日変更追加手数料：1人/2,000円（保険未加入者は、＋500円） 

 
4. ネットエントリーのすすめ (既に参加者の 40%以上がネットエントリーを利用！) 

・Moto Picnic インターネットエントリーは、参加料を銀行振込にてお支払いいただき、申し込み内容をインターネットで送信していた
だくシステムです。ネットエントリーには、事前登録が必要となります。登録書は当社サイトからダウンロードしてください。 

・登録書提出は各締切日がありますので、エントリー期間終了間際のネットエントリー新規申込は出来ませんのでご注意ください。 

 

5.申込先・キャンセル連絡先 
 

    メール links@piston-kun.com 
 175-0091  東京都板橋区三園 2-22-22  Tel:03-5383-0736 
◆お問い合わせはメールにてお願いします。携帯アドレスはドメイン指定にご注意ください。返信が届かない場合があります。 
 

第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦

4月1日 5月27日 7月22日 10月7日 11月18日
エントリー期間 3/12～3/21 5/7～5/16 7/2～7/11 9/17～9/26 10/29～11/7

登録書提出
必着期限 3月15日 5月13日 7月8日 9月23日 11月4日

開催日

↑5/13必着にて提出頂ければ第２戦からネットエントリー可能ということ

リンクスサイトは 

こちら→ 

 


	シリーズ申込書



