Moto Picnic 2021 レースエントリー
主な変更点
エントリーの際、下記について特にご注意ください

➢ エントリーは締切日必着になります
申込期間内にお申し込みいただいたエントリーでも、参加料のみ、参加申込書のみ、
エントリーフォーム送信のみ、など、不完全な状態の場合はエントリー遅れ・レイトフィー
(3,000 円)の対象となります。

➢ エントリー期間が前倒しになります。
例えば 第１戦 ４月４日（日）の場合
昨年までのエントリー期間 ３月１５日（月）～３月２４日（水）消印有効
↓
本年のエントリー期間
３月１４日（日）～３月２３日（火）必着

➢ 現金書留によるエントリーが休止となります。
「参加申込書郵送+銀行振込」での対応となります。締切日時点でご入金と申込書が
確認できない場合、エントリー遅れ・レイトフィーの対象となります。

➢ 誓約書の捺印が省略となります
必ずライダーご本人の自署（楷書体）でお願いします。
未成年選手の親権者印鑑証明書、実印による承諾書提出は引き続き必要です。

➢ ネットエントリーは事前登録制ではなくなり、
締切日までに保険加入用紙が事務局に届けば（必着）可能になりました。

➢ キャッシュレス決済
ネットエントリーの方は外部システム利用に変更となり、クレジットカード決済が可能にな
ります。 ≪恐れ入りますが、システム利用料(お支払い金額の 5.3%)がお客様負担となります≫

<新設クラス>
ＭＰ-Ｋ（モトピク幹事さんクラス）
本クラスは幹事制(モトピク幹事さんクラス)となります。
開催日の申込期間開始前までに幹事の方にお申込いただき、希望クラスを開催できま
す（先着順）。最低開催台数 10 台。詳細は競技規則書をご参照ください。
※2021 年は主催者が「株式会社 Moto-UP」に変更となりますが、運営は下記事務局となります。
運営事務局
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。

2021年版(毎年更新)

ネットエントリー ご案内
２０２１年主催者変更に伴い、昨年までとシステムに変更がございます。
◆従来との変更点
・事前登録制ではなく、締切日までに保険加入用紙が事務局に届けば、ネットエントリー可能。
・事前に保険料を払い込まなくてOKになりました。エントリー時に加算してお支払いください。
・エントリーフォーム+保険料お支払い+参加料お支払いが同時に可能になります。
・外部システム(sports entry)を利用の予定です。
恐れ入りますが、システム利用料(エントリー代金の5.3%)がお客様負担となります。

同時にＯＫ！（外部システム）

保険加入
依頼書を郵送

年間保険料
お支払

フォーム
送信

（年度初めに提出）

(年度初めのみ)

当日手ぶらで
選手受付

参加料を
お支払

【 ネットエントリー手順 】
１.保険加入依頼書を郵送 / 既に本年加入済みの方は手順3番へスキップ！
・保険加入依頼書に必要事項を全て記入、誓約書に署名(捺印省略)の上、リンクスコーポレーションに普通郵便で提出。
耐久クラスの場合は、ライダー全員の方がそれぞれ登録書を提出していることが必要となります。
・保険加入依頼書は参加レースの申込期間締切日必着にてお送りください。
・満20歳未満の方は、親権者の直筆署名、実印による捺印、印鑑証明書（コピー不可）の提出が同時に必要です。
本年初回参加時に「未成年者競技参加承諾書(2021)」を1度提出して頂ければ、以降本年度の印鑑証明書の提出は免除。
※年度の途中で参加車両の車体番号変更、ご住所、お電話番号の変更がございましたら、ご連絡をお願いします。

2. 開催日と申込期間

第1戦

第2戦

第3戦

第4戦

第5戦

4月4日

5月23日

7月11日

9月5日

11月14日

エントリー開始

3/14(日)

5/2(日)

6/20(日)

8/15(日)

10/24(日)

エントリー締切

3/23(火)

5/11(火)

6/29(火)

8/24(火)

11/2(火)

開催日

3. 申込期間が始まったら、「エントリーフォーム送信+お支払い」(新システムに移行)
エントリー期間開始から締切日の期間、エントリーフォームリンク先を設置致します。
エントリーフォーム送信 → 自動返信にてエントリー内容確認メール
お支払いはクレジットカード、コンビニ払い、ネットバンク、ペイジーが可能の予定です。
※決済前に定員となった場合は、エントリー不成立となり、参加受理ができません。
※締切日までにお支払確認が出来ない場合、レイトフィーの対象となります。 ●インターネットエントリー料
*恐れ入りますが、システム利用料(お支払い代金の5.3%)がお客様負担と

4.申込期間終了後、ゼッケンをご確認

なります。

・ゼッケン確認ページからご自分のゼッケンをご確認ください
・確認ページのアクセスはエントリー時の自動返信メールを参照。
・締め切り週土曜日以降、ゼッケン番号をご確認いただけます

クラス
本年初回時のみ
保険料

5.手ぶらで当日選手受付
・レース当日、選手受付でクラス、ゼッケンをお知らせください。
・受理書プリントは省略となりました

スプリント
(下記3クラス以外の全クラス)

筑波サーキットに問診票提出が必要になる予定です。
運営事務局サイトよりダウンロードして当日選手受付にお持ち下さい。

90分耐久

スプリント

【郵送先】 175-0091 東京都板橋区三園2-22-22

65歳以上

800円/年

1,200円/年

8,800円(税込)

5,500円(税込)

NSF100 HRC トロフィー

HRC GROM Cup

エントリーについてはこちらから

1,850円/年

中学生以下

HRC GROM Cup

９０分耐久割引クラス

主催 株式会社Moto-UP
https://moto-up.com/

参加料
64歳以下

スプリント割引クラス
MP43(初心者)クラス

※新型コロナウイルス感染拡大防止により、

◆ネットエントリー

Ｗエントリー割引料金

1チーム
17,600円(税込)
12,100円(税込)
4,950円(税込)

モトピク スポーツ安全保険加入依頼書
(2021)
本登録書はモトピク スポーツ安全保険加入依頼書を兼ねます。
スポーツ安全保険とは、（公財）スポーツ安全協会が加入の取りまとめ機関・契約者となり、加入手続きを行った4名以上の
アマチュア団体の構成員（モトピククラブ会員）を被保険者（補償の対象となる方）として、東京海上日動火災保険（株）を
幹事会社とする損害保険会社8社との間で、傷害保険（突然死葬祭費用保険担保特約付）を一括契約した補償制度です。
補償内容は競技規則書及びリンクスコーポレーションサイトにてご確認下さい。
※スポーツ安全保険は加入団体毎の保険であり、他の団体でスポーツ安全保険に加入している方も別途掛け金が必要です。
※本年初参加時に年間参加料に加算して保険料をお支払ください。以降、レース毎の保険料お支払は必要ありません。
保険料 ※変更
64歳以下1,850円/年、65歳以上1,200円/年、中学生以下800円/年、

事務局入金チェック欄

(下記から選択、☑をつけてください)

保険手数料支払明細

□
□

※2021年4月1日時点の年齢による保険料

1.

決済予定日(

月

2.

既に加入済み(2021年

日)*必須
第

戦エントリー時に加入)

↓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。
ふりがな

ライダー氏名
生年月日

西暦

住 所
（〒
変更
無 ・ 有

年

月

－

日

（

性 別

自宅TEL
(必須)

（

）

男・女

携帯TEL

（

）

緊急連絡先
TEL(必須）

（

）

才）

）
市区
町村郡

都道
府県

(12才～15才の場合記入)

※ライダーが12才～15才の場合、筑波コース1000サーキットライセン
スを所持していないと参加できません。

サーキットライセンスNo

※記入もれなどがある場合、当方よりメールを送信いたします。ご記入いただいたアドレスが読みにくかったり、携帯アドレスのドメイン指定の設定により、メールが
戻ってきてしまうケースが増えてきました。アドレスは読みやすいようにご記入くださるよう、お願いいたします。
※携帯アドレスの場合、事務局からのメール受信ができるよう、ドメイ
ン設定をお願いします。事務局ドメイン piｓton-kun.com

＠

メールアドレス

【必須】 本年参戦予定車両の車体番号をご記入ください。打刻無しの場合、「打刻無し」と記入し、購入先を明記のこと。 レー
ス当日車両を変更する場合は選手受付にて必ず申請してください。申告番号と異なる場合、再車検で失格となります。
車体番号(必須) 参加予定クラス

車種

型式(

) - (No

)

車種

型式(

) - (No

)

◆異なる車両でダブルエントリー予定の場合下記に記入
車体番号(必須) 参加予定クラス

株式会社 モトアップ 御中
私はモトピクスポーツ安全保険への加入に同意致します。
私は2021年度の貴社主催競技会に参加するにあたり、(私が未成年の場合、親権者連署の上)、次の通り誓約致します。
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

誓
約
書
兼

承
諾
書

】

は決して主催者、共催者、運営者、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。
2021年

月

日

(記入日)

ライダー自署(楷書体)

親権者署名
◆捺印省略、必ず本人直筆

実
印

◆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

◆満20才未満の方は親権者の印鑑証明書を「未成年者競技参加承諾書(2021)」と同時に提出してください

