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

2 0 1 7 1 0/ 1 5

vol.
2

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）

Sales Booth

※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

Signs

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！）

雨の場合
タイスケ大幅に変更します。
昼の模擬レース・チームリレーと女性集合撮影が終了次第、
表彰とじゃんけん大会を開始。又レース参加台数が少ないこ
とが見込まれるので、その分進行は早くなります。じゃんけ
ん大会終了後は自由解散とします。もちろん走行希望の方は
16:30 まで走行頂けます。
その他クラス走行も状況を見て変更、アナウンスにて随時ご
案内します。よろしくお願い致します。

Joyride! 走行会 2017

2. オイルやガスは指定場所に捨ててね。
（そこら辺にぶちまけないでね）
3. ヘルメットのあごひもは必ず！しっかり締めてね！！
4. ポイ捨てしたら怒ります。

6. 朝の会は絶対参加だよ。じゃんけん大会も頑張ってね。
@illust-joy

NEW

関東を拠点に活動するピンストライプ
SANKON Signs。ヘルメット、車体
はもちろん日用品や革ツナギまで施行
可能！ブースでは超低価格でネーム入
れなどを行ってます！なんと女性は半
額！まずはお気軽にご相談下さいま
せ！

スズキ機工 BELL HAMMER（ベルハンマー）
TEL : 047 - 385 - 5311
千葉県松戸市松飛台 316 - 3
▶ http://www.suzuki-kikoh.com

SANKON Signs（サンコン サインズ）
FB ▶サンコン サインズ
BLOG ▶http://sankonkon.exblog.jp
MAIL▶ss333sankon@icloud.com

レース用や、レーサーレプリカ関連の
車両・パーツをネット販売している
FineVehicles。JOYRIDE ではお得な
500 円ワゴンセールと、スーパーコル
サを特別価格にて販売！スパコル価格
& 新品中古パーツ在庫についてもぜひ
お問い合せ下さいませ！

仙台の走り屋御用達のカスタムペイン
トショップ。自身もライダーであり、
走り屋ならではのセンスでバイク・車・
日用品まで様々な塗装をお手軽な価格
で請負います ! お問い合せは twitter か
らお気軽にどうぞ！ブースではオリジ
ナルペイントグッズを販売します！

1. ゴミはきちんと分別して捨ててね。
（結構しっかり分けてね）

コースもピットもきれいに使ってね。

http://design-joy.net/joyride

TV 番組ガイアの夜明けでも紹介され
話題沸騰中の「奇跡の潤滑剤・ベルハ
ンマー」
。チェーン、ベアリングなど
様々な箇所に使用出来、スプレー、原
液、グリスなど用途に合わせて使い分
け下さい。携帯に便利なミニタイプも
新登場！ぜひお試し下さい！

おやくそく

5. サーキットは貸して頂いてる場所です、

JOYRIDE! 走行会

SANKON

7. 出来るだけ知らない人とも交流をとろう！挨拶しようね！

FineVehicles（ファインビークル）
TEL: 048 - 299 - 9370
埼玉県新座市大和田 3 - 11- 6 1 階 BC号室
▶ http://fv-r.net

Custom paint 松塗
（カスタムペイント マツト）
twitter ▶ @matsuto_riku
▶ https://twitter.com/matsuto_riku

Support Company
JOYRIDE ! 走行会のご協賛・ご協力メーカーをご紹介！お気軽にお問い合わせ下さいませ！

レーサー & 走り屋御用達の東京・八
王子のミニバイク専門用品店！ミニバ
イクライダー必見、レース・街乗り部
品も充実！ネット販売は URL から！

雑誌掲載多数、埼玉のペイントショッ
プ！ まるち杯 4st50 クラスの牽引者
でもあり、走り屋 & レーサーから絶
大な支持を得る、通称ハゼファク！

カムイ八王子二輪館
TEL: 042 - 678 - 0123
東京都八王子市下柚木1245 - 1
▶ http://www.softpower-hachioji.co.jp

HAZE FACTORY（ハゼファクトリー）
TEL : 048 - 877 - 4829
埼玉県春日部市備後東 7 -12 - 19
▶ http://www.hazefac.com

オイル添加剤やグリス、バッテリー装
着機械など、車体で発生するフリク
ションを低減する製品を展開。、受付
にてグリスの無料体験を実施します！

レース活動に積極的な横浜・都筑のカ
スタムパーツメーカー。スクーターを
はじめとする様々なバイクのエンジ
ン、駆動、足周り部品を開発 & 販売中！

カムイ八王子二輪館
TEL: 042 - 678 - 0123
東京都八王子市下柚木1245 - 1
▶ http://www.softpower-hachioji.co.jp

B-MooN Factory（ビームーンファクトリー）
TEL: 045 - 470 - 7333
神奈川県横浜市都筑区川向町 4 - 1
▶ http://b-moon-factory.com/index.php

レース車輌から街乗りまで幅広く対応
できるカスタムショップ。エンジン
OH、マフラー制作、セットアップ等
多岐に渡ります。常日頃ロードレース
車輌に多く携わっています。
J-CUSTOM（ジェイカスタム）
神奈川県厚木市

RY SOUND（アールワイ サウンド）
TEL : 046 -284 -3290
神奈川県厚木市上荻野 4598
▶ http://www.rysound.com

レース用カウルでお馴染み、RH 松島。
ロードレースにもや 4 ストミニにも
力を入れており、カウルに限らず様々
なバイクパーツを企画・販売！

店舗看板、電飾看板、交通標識、カー
ラッピングにまで担う横浜の看板屋さ
ん。保安機材やプリント可能な作業用
ヘルメット等も多数販売中！

RH 松島
TEL: 022 - 353 - 3554
宮城県宮城郡松島町高城字町166
▶ http://www.mrf01.com/home.htm

Y-sign project（有限会社やたべ商会）
TEL: 045 - 843 - 9282
神奈川県横浜市港南区日野 2 - 11- 3
▶ http://toropapa.wixsite.com/mysite

様々な新車・旧車・カスタム・パーツ
を分かりやすく取り上げる毎月 6 日発
売のバイク専門誌。ミニバイクレース
「まるち杯」やスクーターの祭典「スク
ーターミーティング」
など多数開催中！
三栄書房 月刊モトチャンプ
▶ http://www.moto-champ.com

大阪のカスタムショップ。NSR 用自社
開発チャンバーは高性能ながらお手頃
価格で販売中！走行やカスタムに関す
る疑問もお気軽にご連絡下さい！

バイク用品店でもお馴染みのオイル
メーカー。 レース・街乗りまで幅広
いニーズに対応する豊富なラインナッ
プ！通販サイトも要チェック！

西港ベース
▶ http://nishiminato.cart.fc2.com
BLOG ▶ http://ameblo.jp/nishiminato-base

RISE（ライズ ）
TEL : 03 - 3730 - 6208
東京都大田区仲六郷3 - 20 - 7
▶ http://riselub.co.jp

静岡から全国各地にレーシングサービ
スとして赴く JUBET レザーハウス。
レーシングスーツ制作はもちろん、補
修や加工、オリジナルグッズも販売！

株式会社ワックアモール
代表／和田鉄平
facebook ▶facebook.com/simo.asahina

Jubet Leather House（ジュベットレザーハウス）
TEL: 053 - 421 - 7722
静岡県浜松市東区薬師町148
▶ http://jubet.com/

パーツ・ウエア販売から車検・PIT 作
業まで安心してお任せ出来る厚木のラ
イダーズスタンド。
街乗りはもちろん、
レース用品も充実の品揃え！
厚木 2 りんかん
TEL: 046 - 229 - 3251
神奈川県厚木市岡田 4- 27- 6
▶ http://driverstand.com/tenpo/203

WEST
BATTLE
GAME
2017 年第回目の開催も大盛況となっ
た通称「ストボン」
。幅広い年代が集
まり、走り屋・レーサー問わず熱い走
りで競い合う。毎年 GW 頃開催！
Street Bomber（ストリートボンバー）
▶ http://www.moto-champ.com
twitter ▶ @sutobon
mixi ▶ Street Bomber

レースやイベント MC として大活躍の
代表／和田氏が司会実況・企画・運営
等イベント全般をプロデュース！全国
各地でのイベントを取り仕切ります！

国内外カーオーディオ販売・取付をは
じめワンオフパーツ制作・カスタム全
般を請負い、10/22 宮ヶ瀬にてカー
オーディオイベント「EMM」を開催。

2017 年 12/24（日）大阪・堺カート
ランドにて第 6 回目の開催決定！関
西名物の大量激熱のスクータークラス
にご注目！各地方からの遠征される年
1 回の西のお祭り！
WEST BATTLE GAME（ウエストバトルゲーム）
FB イベント▶West Battle Game 06

桶川スポーツランド
TEL/ 090 - 3234 - 8888
埼玉県桶川市川田谷字上野 7921- 3
定休日/木曜日
営業時間 / 平日8 : 00 ～17 : 00
▶ https://okspo.jp
▶ @okegawa

桶スポの愛称で親しまれる埼玉県桶
川市のサーキット。世界や全日本で
活躍するライダーを多数輩出。女性
は通常走行日、1日 3500 円で走れま
す！シリーズ戦「関東ロードミニ選
手権」
、
「SS KILLERS」は毎戦多く
の参加者で沸くスプリントレースで
す。入場無料ですのでぜひお気軽に
ご来場・ご観戦下さいませ！

ご協力・ご協賛（順不同）

ジャイロキャノピーやミニバイクレー
ス部品・カウルなどのカスタムパーツ
を中心に製作、販売する厚木のカスタ
ムショップ。ネットにて購入可能！

多くのライダー御用達、素材にこだわ
り、本場大阪の味を提供するたこ焼き
ダイニング。とろとろのたこ焼きだけ
ではなく旬の季節料理もご賞味あれ！

time is（タイムイズ）
MAIL: info@time-is.jp
神奈川県厚木市下川入 863
▶ http://www.time-is.jp/

たこ焼きダイニング みはるの横町
TEL: 046 - 242 - 9200
神奈川県厚木市みはる野 2- 26- 14
▶ http://miharuno.yokochou.com

桶川スポーツランド様、三栄書房モトチャンプ様、スズキ機工 BELL HAMMER 様、カムイ八王子二輪館様、B-MooN Factory 様、西港ベース様、ハゼファクトリー様、
JUBET レザーハウス様、RISE 様、 time is 様、BIGUP 様、株式会社オオツカ様、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、株式会社マウント様、たこ焼きダイニング みはるの横町様、厚木 2 りんかん様、RY SOUND 様、ファインビーグル様、Y-sign project 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、有限会社小川商店様、StreetBomber 様、WEST BATTLE GAME 様

代表／竹内さくら JOYRIDE! 走行会主催
ポスター、ステッカー、ロゴ、名刺、イラスト、塗装デザインなど。
イラストアンドデザイン ジョイ MAIL : info@design-joy.com ／ skr3977skr@yahoo.co.jp
TEL : 090 - 5443 - 2403 WEB▶http://design-joy.net facebook ▶ @design-joy twitter ▶@illust_joy

