2022 年度版

【マリ輪 CLUB レーシングサークル（MRC）練習会について】
MRC 練習会は、筑波サーキット・コース 1000 のミニバイクスポーツ走行枠を利用した、
レンタルバイク or 自車両で走行を楽しむ“サーキット初心者向け”の練習会です。
当日は、チームマリ代表/MRC 監督で元世界 GP レーサーでもある井形ともが進行し、
安全にサーキットライディングを楽しめるようサポートをします。

参加条件
① MRC 会員の方 （2022 年度より男性の MRC 会員も導入）
会員の方は参加料の割引があります。ご入会などに関しては、３ページ目をご参照ください。
② 一般の方
筑波サーキットライセンス取得後間もない方やサーキット走行経験が少ない方など、サーキット走行
初心者（筑波サーキットコース 1000 ミニバイク車両で４３秒以上が大まかな目安）の方が対象です。
上級レベルの方はご遠慮いただいておりますが、試走してみたいなどご希望あればご相談ください。

参加車両
●レンタルバイク

＊一般の方は CBR150R のみのレンタルとなります。

GROM125×１台
●自車両参加

NSF100×１台

CBR150R×５台

２ストロークは 49cc 以上 85cc まで、４ストロークは 165c まで、音量は共に 105db
まで。ナンバーなし、競技車両は、オイル受けアンダーカウル装着が義務となります。
＊一般の方の自車両参加は受付けておりません。

開催日程
筑波サーキット HP に、１ヶ月先までの、コース 1000 の「ミニバイクスポーツ走行」のスケジュールが発表
されたあと、チームマリで開催できる日程を調整し、HP に開催日をアップし、参加者を募ります。 概ね開
催１か月前くらいのご案内となります。参加者が４名に至らない場合は中止にする場合があります。
＊雨天は中止となります
＊12 月～2 月の冬季期間は休止します。
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走行内容について
筑波サーキット・コース 1000 の「ミニバイクスポーツ走行枠」を利用します。走行枠は、午前（9-12 時）、
午後（13-16 時）、１日（9-12 時/13-16 時）の３種類があり、MRC では、 「午前の部」、「午後の部」とし
て、半日単位で区切っています。走行時間と回数に関しては、“サーキット初心者の方が集中して走行で
きる時間は最大 20 分間、回数は３回が限度”という考えのもと、１回目の走行は、バイクやコースに慣れる
時間として 20 分間、以降は体力や集中力を見て 15～20 分間としています。

※平日・・・スポーツ走行時間枠内は自由に走行できるシステムですが、MRC 練習会では、時間を区切っ
て進行します。
※土日祝…平日と違い、筑波サーキット側で、自己申告のタイム別に 20 分刻みの走行枠が管理されて
います。
●レンタルバイクの方 ＝ 半日

１回目 20 分 + ２回目と３回目 15～20 分＝ 計３本の走行

●自車両の方（MRC 会員のみ） ＝ 平日
： 時間内、自由に走行可能
土日祝 ： タイムに応じた走行枠（最大３本）の走行

タイムスケジュール
＊平日 午前の部 の場合
8：00～
現地集合、受付、走行前ミーティング、走行準備
9：00～12：00
レンタル車両の方は MRC 走行スケジュール表に沿って走行
12：00～12：30

自車両の方は自由に走行 ＊インターバルでは質疑応答など
終了ミーティング、タイム計測結果用紙を配布、解散

レンタルバイクについて
＊転倒などでレンタル車両が破損してしまった場合・・・
参加料には、転倒による部品代などは含まれていないため、いかなる転倒状況でも、レンタル車両に部品
交換や修理が必要になった場合は、乗車中のライダーに全額弁済をしていただくこととなります。
修理に関しては、チームマリで簡単に修復できる範囲でしたら修理代は発生しませんが、外部へ出さなけ
ればならないような状態の場合は、修理代が発生しますこと、ご了承ください。

保険
筑波サーキットでの MRC 練習会には、筑波サーキットの「スポーツ安全保険」が適用となります。
この「スポーツ安全保険」は、ライセンス取得時に加入いただく、筑波サーキットのライセンス会員を対象と
した保険制度です。詳細は、筑波サーキット HP をご覧ください。MRC で加入している傷害保険（損保保険
ジャパン株式会社）は、レース参加やその他の MRC イベントでの適用となります。
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ご参加料金

＊以下、税込み価格です

※ペア参加・・・お二人でお申し込むと、ご参加料が割引になるシステム。男性同士でも女性同士でも OK。
割引は同ペア・初回のみの適用となります。MRC 会員同士のペア参加はありません。

＊レンタルバイクの方
コース 1000 走行料金、バイクレンタル代（ガソリン代含む）、タイム計測機代、練習会進行企画費、
走行前後のミーティングやレクチャー料が含まれています。昼食は含まれていませんが、それ以外の
走行に必要な費用はすべて含まれます。当日現金でのお支払いとなります。
区別

平日・土日祝（走行３回）

MRC 会員

16,500 円

一般

22,000 円

個人参加
MRC 会員
ペア参加
（初回のみ）

一般

一般

38,500 円→35,200 円

（2,200 円引）

3,300 円お得

+

（1,100 円引）

+

（2,200 円引）

44,000 円→39,600 円

一般

4,400 円お得

（2,200 円引）

＊自車両参加の方 （MRC 会員のみ）
練習会進行企画費、走行前後のミーティングやレクチャー料金を含みます。
区別

平日・土日祝

個人参加

MRC 会員

2,200 円（税込み）

ペア参加
（初回のみ）

MRC 会員 + 一般（レンタル）

24,200 円→20,900 円

（1,100 円引）

3,300 円お得

（2,200 円引）

＜自車両参加の方の自己負担となる費用＞
走行券購入、車両準備、走行時間の組み立て、タイム計測器希望の場合の申請や取付は、ご自身で
対応いただく仕組みです。走行料金やタイム計測機代は、サーキットへお支払い下さい。
【走行料金＝平日：半日 3,500 円、１日 5,800 円 土日祝：１枠 20 分 1,200 円】
お一人で来場された方は、サーキットに提出する誓約書の同行者名に「井形」と記入いただき、転倒時
などでは、できる範囲でサポートします。
※キャンセルについて
●レンタル車両の方・・・MRC 練習会は、内容の性質上、開催１週間前以降のキャンセルに関しては、
ご参加料を全額お支払いいただくことになりますこと、ご理解、ご了承ください。
●自車両参加の方・・・キャンセル料は発生しません。
雨天や悪天候により中止となった場合、キャンセル料は発生しません。
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MRC 会員 ＊2022 年度より男性のご入会も OK
年会費

5，500 円

有効期限

３月１日、又は、入会日～翌年２月末までの１年間

＊「マリ輪 CLUB レーシングサークル（MRC）会員」 と 「マリ輪 CLUB 会員」の違い
チームマリには、「MRC 会員」のほかに、「マリ輪 CLUB 会員」があります。
●MRC 会員・・・サーキット走行を楽しみ、上達したいという男女が対象で、MRC 練習会の参加料割引、
井形ともが監督を務める MRC チームでのミニバイク耐久レース参加の特典があります。
●マリ輪 CLUB 会員・・・女性ライダーの幅広い交流組織として 1997 年に発足した、女性専用のクラブ。
チームマリ主催のライディングスクール参加料割引や、マリ輪 CLUB イベントへの
参加、年３回の会報のお届け、ポイントカードサービスなどの特典があります。
【入会費 1,100 円+年会費 4,400 円】
「MRC 会員入会」と「マリ輪 CLUB 会員入会」は別枠です。MRC 入会希望の方は、以下の内容をチーム
マリまでメール、もしくは、お電話でお申し込みください。MRC 会員規約などの資料をお届けいたします。
【MRC 入会時にご連絡いただく内容】
①お名前（ふりがな） ②ご住所 ③携帯番号
⑥サーキット走行経験

④生年月日

⑤資料送付時のメールアドレス

なお、マリ輪 CLUB 会員の方が初めて MRC 練習会へ参加の際は、「お試し参加」として、MRC 会員でなく
ても MRC 会員料金でご参加いただけます。

筑波サーキットライセンス
MRC 練習会参加には、筑波サーキットのライセンスが必要です。
コース 1000 だけ走行できる「コース 1000 専用２輪ライセンス」があります。
【コース 1000 専用２輪ライセンス取得料金】
入会金

2,000 円

年会費

2,400 円 初年度の年会費は入会月に応じて残りの月割で計算

スポーツ安全保険料

2,650 円 （65 歳以上の方は 2,000 円）

有効期限

入会月に関わらず、３月３１日まで

＊ライセンス申請方法は２通り。当日申請は、保険料 1,000 円かかるので、事前申請がおススメ。
①当日申請・・・走行日当日に、ライセンス申請に必要なものを揃えて、サーキット窓口へ申請。
②事前申請・・・各自で筑波サーキットへ連絡。サーキットより、案内書類と申込書が郵送で届きます。

筑波サーキットの連絡先・・・ 筑波サーキット HP「お問い合わせ」、もしくは、 電話 0296-44-3146
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装備
走行にあたりましては、皆さんの身を守るために、安全上、以下の装備を義務付けさせていただきます。
ヘルメット

フルフェイス型のみ。転倒などで衝撃を受けたものや、外傷がなくても使用が２年以
上過ぎたものはお控えください。

レーシングスーツ

革製、もしくは、革製と同等素材のものを着用ください。セパレートタイプ（ファスナー
付きに限る）は MFJ 公認に限ります。

脊椎パット

脊椎パットがないレーシングスーツは、必ず、インナー脊椎パットを着用ください。

レーシンググローブ

レーシンググローブを着用ください。布製や肌が露出するようなグローブは NG です。

レーシングブーツ

レーシングブーツを着用ください。

＊サーキット走行が初めての方や初心者の方には、色付きベスト（無料）をツナギの上から着て走行します。
＊ご希望の方には、エアバックベストを貸し出しています。お申込み時にご申告ください。（２着のみ）
転倒などで作動して内蔵ボンベを使った場合は、替えのボンベ代金をお支払いいただきますこと、ご了承ください。
＊装備面でご質問などあればお気軽にご連絡ください。

事前の詳細資料のお届け
ご参加が決まった方には、開催１週間位前に、集合時間や持ち物、走行スケジュールなどを記載した
詳細資料をメールにてお届けします。
雨天中止と判断した場合は、前日 15 時までには、個別にご連絡いたします。

お問い合わせ・お申込み
チームマリ事務局
ＴＥＬ ０３-６４２７-３７７８（土日祝を除く 11：00～18：00）
＊イベント開催前後は不在の場合があります。留守番電話に伝言を残していただければ折り返しご連絡します。

Ｅ-ＭＡＩＬ info@t-mari.net
ＦＡＸ ０３-５４６４-６９９４
〒107-0062 東京都港区南青山 6-5-45 篠田ビル 101
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