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走行会概要
名称／ JOYRIDE! 走行会（ジョイライド）
開催日時／ 2017 年 10/15（日）オープン 7 : 00 〜
前夜ゲート閉鎖、ゲート前左側に並んで待機。
開催場所／桶川スポーツランド
〒 363-0027 埼玉県桶川市川田谷字上野 7921-3
参加費用／女性 : 事前 4000 円 当日 5000 円
男性 : 事前 5000 円 当日 6000 円
チャレンジ：事前 2000 円 当日 3000 円
私服体験走行 1000 円
参加車輌／ 1. ミニバイククラス（2st100cc 以下・4st150cc 以下のミニバイク、スクーター。ミニフレームなら排気量問わず）
2. 単車クラス（2st101cc 以上・4st150cc 以上のミドルバイク、大型バイク。※参加は 250-400cc がメインです）
主催／ ILLUST&DESIGN JOY 代表 竹内さくら

ご協力メーカー／順不同
桶川スポーツランド様
スズキ機工 BELL HAMMER 様
カムイ八王子様
B-MooN Factory 様
西港ベース様
KN 企画様
ハゼファクトリー様

参加特典

●女性
●男性

JUBET レザーハウス様
RISE 様
カスタムペイント松塗様
SANKON Signs 様
ランドマスター・ジャパン様
J-CUSTOM 様
RH 松島様

たこ焼きダイニング みはるの横町様
RY SOUND 様
ファインビーグル様
ワックアモール（MC シモ）様
マスダエンジニア様
CarLife みかん畑様
StreetBomber 様

オリジナルステッカー、スイーツ、パンフレット
オリジナルステッカー、パンフレット
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コンテンツ
第二回目の開催 JOYRIDE!、走行枠以外も楽しめるコンテンツをご用意しました！

●フリー走行
ミニバイク初級・中級・上級、単車初級・上級の各クラス 15 分ずつのフリー走行。

●チャレンジクラス
初級に入る勇気が出ない方、サーキットデビューや、ゆっくり走りたい方の特別クラス。走行枠 2 本。
装備はあるけど参加しにくいと思ってる方は是非このクラスでトライしてみて下さい！ミニ単車混走。

●レディースクラス
女性ライダーはエントリークラスと別にレディース枠を走行可能。女性は多く走れます！
もちろんレディースクラスだけを走るのも可能。走行枠 1 本予定。ミニ単車混走。

●私服体験走行
メット・グローブ・長袖長ずぼん・靴、私服で走れる体験クラス。走行枠 2 本。ミニ単車混走。

●模擬レース
レース参加者は当日朝に別途受付。各クラス 8 周のスプリントレース。
1. ミニ初級 2. ミニ中級 3. ミニ上級 4. 単車初級 5. 単車上級

●チームリレー
男女混合チームで 1 周ずつ交代・合計 5 周のエンジョイリレー戦、エキシビジョンです。

●パフォーマンス
参加者有志によるドリフト、ドリコマ、ウィリーなどのパフォーマンスタイム！

●女性ライダー撮影タイム
チームリレー終了後は女性ライダーで集合撮影 ! フォトプロップスもご自由にお使い下さい。

●赤ゼッケン表彰
当日カメラマンが撮影した写真の中から赤ゼッケン賞を 3 名授与！
大判プリントした写真を表彰式で贈呈します！

●表彰式／豪華じゃんけん大会
模擬レース表彰・トロフィー授与。ギャラリーの方も全員参加できる協賛品の豪華じゃんけん大会！
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走行クラス
１クラス 15 分ずつの走行枠を順に回していきます。
走行時間はタイムスケジュールに記載されていますが巻き進行とします。
進行状況により、走行時間は変動しますので場内アナウンスをご確認下さい。

1. ミニ初級

▶サーキットや走行初心者の方向けクラス

2. ミニ中級

▶結構走れるぞクラス

3. ミニ上級

▶バリバリバトルクラス

4. 単車初級

▶サーキットや走行初心者の方向けクラス

5. 単車上級

▶バリバリバトルクラス

6. チャレンジ

▶初級に入る勇気が出ない方、ゆっくり走りたい方の特別クラス。走行枠 2 本。

7. 私服体験

▶メット・グローブ・長袖長ずぼん・靴、私服で走れる体験クラス。走行枠 2 本。

8. レディース

▶女性優遇！女性なら誰でも走れる女性限定の走行枠 1 本。
（予定）

事前エントリー

女性／ 4000 円

男性／ 5000 円

チャレンジ／ 2000 円

当日エントリー

女性／ 5000 円

男性／ 6000 円

チャレンジ／ 3000 円

▶ W エントリー ＋3000 円

走行クラス

▶ 私服体験走行／ 1000 円・当日エントリーのみ

ミニバイク初級／ミニバイク中級／ミニバイク上級
単車初級／単車上級／チャレンジ（ 混走 ）／私服体験（ 混走 ）

※明らかにクラスと合わない走行が見受けられた場合は主催者の判断でクラスの移動をお願いすることがあります、
予めご了承下さい。
※楽しく走ってる分には一向に構いませんが、
「速くなりたい」と公言している方はなるべく上のクラスにトライして
下さい、行動が見合ってなくて非常にかっこ悪いです。
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エントリー方法
JOY RIDE! 走行会のエントリー方法は 3 つあります。

A. 銀行振込＋エントリーフォーム（〜 10 / 8 締切 ）
①「ENTRY」ページ
②「エントリーフォームはこちら!!」をクリック
③エントリーフォーム入力・送信
④送信されると画面が切り替われば送信完了。
⑤指定口座にエントリー料金を振り込む ▶完了！
※メールが送れない場合は迷惑メールフォルダをご確認の上、
メール又は twitter、Facebook でお問い合わせ下さい。
※ 10/8 までにお振込下さい。確認が取れませんと当日料金となります。

B. 現金書留＋エントリー用紙（〜 10/8 消印有効）
①「ENTRY」ページ
②「エントリー用紙ダウンロード」をクリック
③エントリー用紙（PDF 形式）をダウンロード
④エントリー用紙をプリントして記入
⑤郵便局窓口で現金書留の手続きをし、書留封筒にエントリー用紙を同封・送付
※ 11/8 消印有効。

▶完了！

C. 当日エントリー
走行会当日もエントリーできます。但し、料金は高くなります。
（ P 3 参照）
※少しでも安く走って頂きたいのと、人数把握のため事前エントリーにご協力お願い致します。

振込先

現金書留送付先

ジャパンネット銀行
すずめ支店（002）
普通 1178416
イラストアンドデザインジョイ
タケウチサクラ

〒 233-0007
横浜市港南区大久保 3-31-12
ILLUST&DESIGN JOY
竹内さくら
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車輌について
1. ドレンボルト、フィラーキャップのワイヤーロック
2. ガソリンキャッチタンク取付 （※キャブ車のみ。ポリ容器推奨、空き缶不可）←絶対ちゃんと付けてください！！
3. バーエンド取付 （又、ハンドルを左右一杯に切った時にタンク・カウルに指を挟まないように間隔を保持すること）
4. ライト類テーピング又は取り外し （しっかり全面にテーピングして保護すること、透明テープ不可）
5. アンダーチェーンガード取付 （※ミニバイク必須、単車推奨。フロントスプロケガードは取り外さないこと）
6. ミラー、ナンバー、リアキャリア、センタースタンド取り外し （その他走行に必要ない部品は取り外すこと）
7. レバー類・ステップ・ステー等の先端に丸みを持たせること
（突起物は鋭利でないように削る、ウエスでテーピングなどの処置をすること。不必要な突起物は取り外すこと）

8. シートカウル・シート必須 （つっぱりテール等、ライダーの肩より上に出るものは不可）
9. クーラント不可 （水のみ可）
10. 走行中に著しくステップ・スタンド等が路面に接触しないこと （ポジション変更や切削処置すること）
11. オイルやガス漏れ、ブレーキトラブルのある車輌は走行禁止 （コースや他の参加者に多大な損害を与えます）
12. タイラップやテープのみでのカウル固定不可 （補強使用は可）
13.4st 車輌はオイル漏れに備え、アンダートレー（カウル）装着が望ましい。
又スライダーコーン、クラッチケースガード装着を強く推奨。

13. 走行音量は全車 99db 以下 !! 改善されないと走行できません !
直管マフラー禁止。サイレンサーやバッフルを取り付けること。
ストレート脇のコンクリートウォールにて測定器を設置し、通過音量を測定します。
事前に桶川スポーツランドさんにて音量測定が可能です、不安が有る方はぜひ事前確認をお願いします。
注意後、改善ないまま走行した場合はお帰り頂きます。

「車輌チェッ
ク、音量測定
」をご厚意で
桶スポにて事
、
前に確認して
もらえます！
ぜひご活用下
さい！

いっぱいに見えるかもしれませんが、ぜーーんぶ低コストで

キャブレターのオーバーフローパイプは
キャッチタンクへ

とーーっても簡単なことです。上記をしっかりしていれば、
桶スポで通常走行日も走行を楽しめます！
※その他、主催者が危険と判断し改善なき車輌は走行不可となります。予めご了承下さい。
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装備について
1.
2.
3.
4.

フルフェイスヘルメット （ヘルメットのあごひもは必ずしっかり締めて下さい）
グローブ （革製で手首が隠れる長さのもの）
レーシングブーツ （くるぶし、ふくらはぎまで長さのあるもの）
レーシングスーツ （革製。セパレート可）

※主催者が危険と判断した装備、アクセサリー、上着などは取り外して頂く場合があります。

おやくそく
前夜
1. 夜間サーキット内立入禁止。セキュリティ作動してます。
2. 車は道路「左側」に停めてお待ち下さい。
3. 当日仲間で一緒にピットを並べたい方は前夜の待機整列時点でまとまってお越し下さい。
（駐車場の都合で離れてしまう場合もあります、すみませんがご了承下さい。
）
4. 大音量でのオーディーオ、空吹かし禁止。
5. ゴミのポイ捨て禁止。各自管理のこと。見つけたら「裏こいよ」です。
6. その他、近隣住宅、コンビニやサーキットの迷惑のかかる行為は禁止。

当日
1. 駐車場混雑が予想されますのでバイクを積んでいない車はサーキット外に車を停めて頂く可能性が
あります。ご協力・ご配慮よろしくお願い致します。
2. 入場後の場所取り全て禁止。スタッフの指示に従って駐車お願いします。
3. ゴミのポイ捨て禁止。特にタバコの吸い殻。
4. ゴミの分別を必ずして下さい！！！とても分かりやすいゴミ箱になってます。
分別しない方はご自身でお持ち帰り下さい。
5. その他、廃タイヤや壊れた部品など必ず持ち帰って下さい。
6. 廃オイルは指定場所で捨てて下さい。（ガソリンもそこら辺にぶちまけないでね）
7. ヘルメットのあごひもは必ず！しっかり！締めて下さい。
8. サーキットは貸して頂いてる場所です。コースもピットもきれいに使って下さい。
9. なるべく知らない人とも交流しましょう！まず挨拶！
10. 朝の会は必ず参加です。帰りの会もなるべくいてね。
11. ピットロード、駐車場は徐行走行。ノーヘルは禁止。
12. コンクリートウォールに座らないこと。
13. たばこは車内、又は喫煙所でお願いします。火気厳禁。
※ SNS でぐだぐだ書くの禁止！！！直接話しましょう。
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模擬レース
①ミニ初級 1.2
②ミニ中級 1.2
③ミニ上級
④単車初級
⑤単車上級

▶グリッドは早いもの順。自分の前のクラスの走行中に、
コースインゲートで整列待機をお願いします。
▶パワーバイク、速い方は後方グリッドへお願いします。
明らかに速い車輌やライダーは移動されます、ご了承下さい。
▶入賞者にはゴール後エスケープで順位記載のテープを渡すので、
持参して受付で申請をお願いします。

※模擬レースは必ず、エントリー時の参加クラスに出場して下さい。
特にレースで下のクラスに出ることは絶対 ! 許しません。怒ります。
※「レースに出たいけど怖いなー」という方は主催さくらにお声かけ下さい。
スタートグリッド考慮と、ポイントをお話します！
当日の朝、エントリー受付とは別にレースの受付があります。
自分のクラスのレースエントリー用紙に記入して下さい。
午前中の走行が終了次第、模擬レースを開始します。
スタートグリッドはホームストレートです。グリッドは早い者勝ちです。
日章旗が振り下ろされたらスタート！
チェッカーフラッグを通過でレース終了です。
チェッカーを受けたらゆるやかに減速してコースアウトして下さい。

【順位について】

スタッフが毎周回、先頭集団を確認しています。
入賞者の方には、コースアウトからすぐの地点で「○級 1 位」
「○級 2 位」
「○級 3 位」と書かれた
テープをヘルメットに貼らせて頂きます。
テープを貼られた方は、後ほどそのテープを持って受付まで申請に来て下さい。
※ゼッケンの確認が難しいのと間違い防止のため、この方法にご協力お願い致します。
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T I M E SCHEDULE
● タイムスケジュールは目安です、進行状況によってかなり変動します。
● 巻き進行となります。随時場内アナウンスにてお知らせします。
● ミニ初級・中級は模擬レースを 1、２と分割しますが、
台数が少ない場合は統合となります。

7: 10〜8 : 20

オープン／受付・車検 （模擬レース参加者は別途レース受付）

8: 30〜

朝の会 （必ずご参加下さい。挨拶・フラッグやコース走行の注意点など説明します）

9: 00〜

AM フリー走行開始 （各クラス15分ずつの走行。コースイン、コースアウト自由）

12 :15〜

9: 00〜
9: 15 〜

ミニ初級

9: 30〜
9: 45 〜

ミニ上級

10: 00〜
10: 15〜

単車上級

10: 30〜

チャレンジ

ミニ中級
単車初級
私服体験

10: 45 〜
11: 00〜

ミニ初級

11: 15〜
11: 30〜

ミニ上級

11: 45 〜
12 : 00〜

単車上級

ミニ中級
単車初級
レディース

模擬レース （グリッド早いもの順。パワーバイク、速い方は後方へお願いします ! ）
①ミニ初級 1 ②ミニ初級 2 ③ミニ中級 1 ④ミニ中級 2
⑤ミニ上級 ⑥単車初級 ⑥単車上級
※自分の前のクラスの走行中に、コースインゲートで整列待機をお願いします。
※入賞者にはゴール後エスケープで順位記載のテープを渡すので、持参して受付で申請をお願いします。

14: 00〜

パフォーマンス大会 （自由参加）

14 :15〜

チームリレー （リレー参加者はバイク・装備を持って集合！くじ引き・説明後スタート）
※リレー終了後、女性ライダーの集合写真撮影をしますので女性ライダーはお集まり下さい！

14: 45〜

16: 45〜

PM フリー走行開始 （各クラス15分ずつの走行。コースイン、コースアウト自由）
14: 45〜
15: 00〜

私服体験

ミニ上級

チャレンジ

15: 45 〜
16: 00〜

15: 15〜
15: 30〜

ミニ初級

16: 15〜

単車上級

単車初級

ミニ中級

表彰式／帰りの会 （模擬レース表彰式・全員参加できる豪華じゃんけん大会！）
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ご挨拶
昨年 2016 年に JOYRIDE! を初開催し、平日にもかかわらず 100 名以上の参加者にご参加頂きました。
そして今年はミニバイクだけでなく、単車も走れる桶川スポーツランド様のご協力のもと、
第二回目の開催が決まりました。
・初心者がサーキット走行にチャレンジできる
・バイクやサーキット走行の楽しさをもっと知ってもらう
・今増えている女性ライダーを優遇し、走行を楽しんでもらう
・速いライダーには上のクラスで伸び伸び走ってもらい、走りを魅せてもらう
・ステップアップのきっかけとなる走行会にする
JOYRIDE! では主に上記をコンセプトとしています。
去年の JOYRIDE! で初めて走行会参加をした、コースインも怖がっていた女性ライダーが今はレース
にも参戦するように成長しました。このイベントが 1 つのきっかけになったと思うと嬉しい限りです。
更に今回は私の取り仕切る女性ライダーグループがスタッフとしても動いてくれます。
他のイベントには無いコンテンツや楽しい提案をし、一緒にイベントを作り上げます。
「走る女性」はどんどん増えています！
私事ですが、乗り始めの頃は怖くてなかなかコースインできない、うまく走れないだけで泣く、リア
ブレーキも使えない、バイクの整備も全くわからない、というスタートでした。
私はたいしたライダーではありません。
ですが！どうしようもなく不器用でダメだったところから私なりに頑張ってきた、という自負はあり
ます。そして楽しみ方を知っています。女ならではの悩みや、不安も分かるし、それでも頑張りたい
という女性に対して、私だからできることがあります。なにより、今こんなにたくさんの女性ライダー
が果敢に攻めていることが本当に嬉しくて嬉しくて仕方ないです。彼女達の背中を押したい、応援し
たい、そんな思いでいっぱいです。
こんなに「走る女性」が増えた今、女性を推すイベントを作り、楽しみつつスキルアップして欲しい、
底上げしたい、攻める走りの面白さを伝えたいという思いで今回も走行会を継続します。
男女問わず、スタートのきっかけ、ステップアップの場を提供します。
弱い自分だったからこそ、踏み出す難しさが分かります。男も女も関係ないです。
走ってみて、競って、交流することでバイクはもっともっと楽しくなります !
速い人も是非走りに来て下さい、かっこいい背中を魅せて下さい。
バイク業界、女性ライダーをもっと盛り上げたく、私なりに尽力します。
「JOYRIDE!」走行会にご参加・ご協力のほど、どうかよろしくお願いいたします！
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