
主   催 カワサキライダーズクラブKAZE 

競技形式 150分耐久（ランナバウト)  120分耐久（シングル・Sランナ) 
チーム構成は1名～6名までとします。 

開催ｸﾗｽ 11月28日(土)  ：ランナバウトクラス 

表   彰 全クラス 1位～3位まで 
完走されたチームには、完走証を進呈します。 

大会受付項目（不備ある場合、出場できません） 

船舶検査証書 ・ 船舶検査手帳 ・ 小型船舶操縦免許証 
年票 ・ 船舶検査済票 ・ 信号紅炎 ・ ライフジャケット ・ 笛 
ロープ ・ ヘルメット ・ 脊椎パッド ・ KAZE会員証 ・ 船体ﾅﾝﾊﾞｰ 
  参加費用 25,000円（全クラス共通） 
■ チーム内に1名以上のKAZE会員がいること 
■ 締切後の参加費用の返却はできません。 
■ 大会当日の参加者の追加、変更は出来ません。 
  （エントリー後の参加者の追加、変更は事務局まで 
    ご連絡ください） 

大会スケジュール（参加状況、気象海象によって変更になる場合もあります） 

参加申込締切 11月13日（金） 

エントリー方法(2通りあります。どちらかを用いてお手続きください） 

その他 

① 暴力団排除条例により、暴力団関係者の参加はもとより、サポーターとしての 
   参加も固くお断りします。 
② 刺青（ファッションタトゥーも含む）について、参加者だけでなくサポーターについて   
   も露出する行為を禁じます。 
③ 表彰、懇親パーティーは今年は実施いたしません。ご了承ください。 

11月28日（土）  09:00 –  12:00 会場設営・デュアルスラローム（別紙参照) 
 13:00 –  17:00   

11月29日（日）  07:30 –    08:30   

競技主催 日本ジェットスキー協会 
開会式・ライダースミーティング終了後、 
ランナバウト150分耐久 競技終了後表彰式 
大会受付 

 08:30 –  09:30   ライダースミーティング・練習走行 
 09:30 –  11:30   シングル 120分耐久 
 11:30 –  12:30   Sランナバウト練習走行の後昼休み 
 12:30 –  14:30   

●『デジエントリー』を検索 ⇒ 当該大会を選択の上、必要事項を入力 
          代表者は受理書等の発送の為、上記に加え住所も必要となります。 
                   送付住所が店舗等の場合はそちらまでご記入願います。 
⇒必要事項の入力が完了しましたら、決済方法を選択下さい。 
  一部、非対応のクレジットカードがございます。何度やっても決済が受理できない場合、 
  別のクレジットカードにて決済いただくか、コンビニ払いを選択下さい。 

お問い合わせ先 日本ジェットスキー協会 
 TEL：078-929-2074 
 FAX：078-921-8569 
 E-mail：jjsba@kawasaki-motors.com 

Sランナバウト 120分耐久 

共   催 宮古島市 

後   援 宮古島商工会議所・一般社団法人宮古島観光協会・伊良部
漁業協同組合・宮古島市漁業協同組合・池間漁業協同組合 

協   力 宮古島ホテル組合・観光ホテルセイルイン宮古島 
琉球海運株式会社・ジェットショップクルー 
ジェットマリンショッププラスワン・オートヒラカワ 

期   日 2020年11月28日-29日 
会   場 沖縄県宮古島市 与那覇前浜ビーチ 特設会場 

11月29日(日)  ：シングルクラス(AM) Sランナバウト(PM) 
競技規則 JJSBAｵﾌｨｼｬﾙﾙｰﾙﾌﾞｯｸ（JJSBAﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに掲載）及び、 

大会要項、ﾗｲﾀﾞｰｽﾐｰﾃｨﾝｸﾞによる。 

 15:00 –    競技終了後、浜の清掃、表彰式 

●参加申込用紙に必要事項をご記入のうえ、日本ジェットスキー協会まで、郵送、もしくは 
  スキャンデータによるメール送付をお願い致します。 
  申込書の到着と、参加費用のご入金が確認できて、受付完了となります。 
 
  申込書送付先 〒673-8666 兵庫県明石市川崎町1-1 
           日本ジェットスキー協会 
 TEL：078-929-2074 
 E-Mail：jjsba@Kawasaki-motors.com 
  参加費用お振込先：みずほ銀行 明石支店(ｱｶｼ) 
    普通 1509823 

    KAZEジェットスキー事務局（ｶｾﾞｼﾞｴﾂﾄｽｷｰｼﾞﾑｷﾖｸ)           
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 ■開 催 日 2020 年 11 月 28 日(土) 

 ■開催場所 沖縄県宮古島市 与那覇前浜 特設会場 

 ■競技形式 イン・アウトに分かれたコースを、2 週し、着順を競う。 

   トーナメント方式による勝ち抜き戦。 

 ■開催クラス ●ライセンス有 ●一 般 

 ■参加費用 3,000円/1名 

 ■使 用 艇 ●SX-R（JS1500A：固定ハンドル装着モデルも可） 

                  ※ 今回、貸出艇はございません。原則ご自身の艇で参加ください。 

※ ウォーターボックス改造艇の参加は固くお断り申し上げます。 

 ■タイムスケジュール(予定) 

   10:00-  受付開始 

     （免許証・出場艇の証書、手帳を確認します） 

   10:30-  受付終了後より競技開始 

        -12:00 競技終了 

 ■エントリー方法 

   参加申込用紙に必要事項をご記入のうえ、日本ジェットスキー協会まで、 

郵送、もしくはスキャンデータによるメール送付をお願い致します。 

申込書の到着と、参加費用のご入金が確認できて、受付完了となります。 

●申込書送付先 〒673-8666 兵庫県明石市川崎町 1-1 

               日本ジェットスキー協会 

     TEL：078-929-2074 E-Mail：jjsba@Kawasaki-motors.com 

●参加費用お振込先：みずほ銀行 明石支店(ｱｶｼ) 

               普通 1509823 KAZEジェットスキー事務局（ｶｾﾞｼﾞｴﾂﾄｽｷｰｼﾞﾑｷﾖｸ)       

  

 

 

 

 

 

 ■申込締切日 11月 13日 

■デジエントリー ご利用の方 

  デジエントリーHP へアクセス URL ⇒ http://dgent.jp 

  ① エントリー費はコンビニ払い、クレジットカード払いが選択できます。 

  ② 参加費のほかにシステム利用料、決済手数料がかかります。 

  ③ 手数料は、決済方法によって異なります。 

  ④ 誓約書同意後の決済選択画面にて料金をご確認のうえお申込下さい。 

mailto:jjsba@Kawasaki-motors.com
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１会場搬入について 

●駐車場は一般の方も使用されます。お互いに譲り合ってご使用ください。 

 

２火気の取り扱いについて（会場内は指定場所以外火気厳禁です） 

 ●喫煙は指定場所のみとし、チームテントエリア・給油エリアでの喫煙は禁止します。 

 ●燃料の取り扱いには特に注意し、燃料タンクは必ず金属製（自治省令に適合）のものとし、直射日光の当たらない場所にて

保管してください。 

  ●チームテントには、必ず消火器（粉末ＡＢＣ消火器）を備えて下さい。 

 

３競技中の給油について 

 ●今までのように、各チームテント前で給油するのではなく、給油をするエリアを設定します。 

 ●燃料の吹返し、海面流出を防止するため、給油口を陸上まで上げ、１回のピットでの給油は１０ℓを上限とします。 

 ●１０ℓ携行缶を１缶ご準備ください。（給油の際に使用します。） 

 

４トイレ・手洗い場について 

 ●トイレ使用については、美化に心がけてください。水道の蛇口にホースを繋いでの水洗いは禁止です。 

 ●洗艇は用意してあるホースを用い、互いに譲り合ってご使用願います。 

 

５救護室の利用について 

 ●市販薬品（風邪薬、胃腸薬、湿布、バンドエイド等）は、各個人、チームで用意してください。 

 

６ゴミ等について 

●ゴミの回収はありません。清掃、環境保全に努め、チームテント周辺、駐車場周辺のゴミを確認し、ゴミを残すことの無い

様、各自持ち帰ってください。 

 

７夜間について 

●閉ざされた環境では無い為、盗難、火災、自然災害等により紛失・消失した場合、主催者は責任を負えません。備品の管

理は参加者の皆様でお願い致します。 

 

８その他 

 ●陸上でエンジンを始動する場合、騒音軽減に努め、給油は陸上で行い、会場内にこぼさないこと。 

●水面での走行は、指定位置以外にはみ出さないこと。 

●会場内（駐車場含む）において大会関係者（競技参加者・サポーター）の飲酒は禁止です。 

●暴力団排除条例により、暴力団関係者の参加はもとより、サポーターとしての参加も固くお断りします。 

●刺青（ﾌｧｯｼｮﾝﾀﾄゥ-も含む）について、参加者だけでなくサポーターについても露出する行為を禁じます。 

 

９新型コロナウィルス感染拡大防止へのご協力 

 ●体調がよくない、身近に感染者と疑われる方がいる場合、参加・来場を見合わせて下さい。 

 ●ソーシャルディスタンスの確保にご協力をお願いします。確保が困難になる場合は、マスクを着用ください。 

 ●政府や各行政府にて準備されているコロナ追跡システム等への導入のご協力をお願いします。 

 



2020 KAZE JETSKI Enjoy 耐久 IN （     ）大会 参加申込書兼誓約書 

KAZE JETSKI Enjoy 耐久 大会実行委員長 殿 

下記申込書の記載内容に間違いありません｡私は、競技参加にあたり、大会中に起こった事故で、人的及び物的損害を受けた場合、全て自己の責任において解決し、主催者後援団体、 

協力団体及びその他大会関係者には、一切責任を追求しないことを誓約致します。 

 

参加クラス（○印 記入） デュアルスラローム シングル ランナバウト スーパーランナバウト 

チーム名 
 

 

 

 

出場艇 

モデル 船体製造ＮＯ エンジン製造ＮＯ 船検ＮＯ 

 US-KAW   

 

ゼッケンステッカーは申込代表者様へ送付いたします。送付先がマンションや、店舗事務所の場合は、マンション名、会社名までご記入ください。 

ご記入がない場合、ゼッケンステッカーが届かない場合があります。 

 

■参加費用ご入金先 

 みずほ銀行 明石支店（アカシ） 普通 1509823 KAZE ジェットスキー事務局（カゼジェットスキージムキヨク） 

申込代表者 ﾌﾘｶﾞﾅ   

氏 名  

                              印  

KAZE 会員 No 

         

住 所 
〒 

生年月日       年    月    日 血液型 電話番号  

メールアドレス  

チームメンバー1 ﾌﾘｶﾞﾅ   

氏 名  

                              印 

KAZE 会員 No 

         

生年月日       年    月    日 血液型 電話番号  

チームメンバー2 ﾌﾘｶﾞﾅ   

氏 名  

                              印 

KAZE 会員 No 

         

生年月日       年    月    日 血液型 電話番号  

チームメンバー3 ﾌﾘｶﾞﾅ   

氏 名  

                              印 

KAZE 会員 No 

         

生年月日       年    月    日 血液型 電話番号  

チームメンバー4 ﾌﾘｶﾞﾅ   

氏 名  

                              印 

KAZE 会員 No 

         

生年月日       年    月    日 血液型 電話番号  

チームメンバー5 ﾌﾘｶﾞﾅ   

氏 名  

                              印 

KAZE 会員 No 

         

生年月日       年    月    日 血液型 電話番号  

チームメンバー6 ﾌﾘｶﾞﾅ   

氏 名  

                              印 

KAZE 会員 No 

         

生年月日       年    月    日 血液型 電話番号  



参加者各位

輸送窓口 軽ﾄﾚｰﾗｰ
小型ﾄﾚｰﾗｰ

長4.5m×巾2m
普通ﾄﾚｰﾗｰ

長5m×巾2.5m
連絡先 船積み日 帰着日 備考

東京
　琉球海運㈱
　東京支店

¥100,364 ¥129,470 ¥183,799
TEL:03-3281-1831
FAX:03-3281-1838

11月18日(水)
11月20日(金)

12月8日(火)

大阪
　琉球海運㈱
　大阪支店

¥90,156 ¥116,006 ¥164,839
TEL:06-4702-0151
FAX:06-4702-0159

11月19日(木)
11月21日(土)

12月7日(月)

博多
　㈱共進組
　福岡営業所

¥84,612 ¥108,394 ¥154,260
TEL:092-672-2900
FAX:092-672-2922

11月21日(土)
11月24日(火)

12月4日(金)
12月5日(土)

鹿児島
　㈱共進組 ¥60,720 ¥91,344 ¥129,281

TEL:099-203-0390
FAX:099-203-0391

11月21日(土)
11月24日(火)

12月3日(木)
12月5日(土)

那覇：琉球海運㈱
　　　　本社営業部

TEL:098-868-8162 ※料金案内窓口

那覇：沖縄港運(株)
九州・先島定航部

TEL:098-868-6623 ※予約窓口

大阪発着におけるコンテナでのラック輸送はありません。

トラック利用等、上記に記載の無い方法は直接輸送窓口へお尋ね下さい。
※上記代金は、すべて往復の税込価格です。
予約の手順
　①各地の窓口へ予約の電話を入れる。その際、「KAZE JETSKI Enjoy耐久 IN 宮古島」での申し込みの旨を必ず お伝え下さい。
　②料金を確認した後、別紙申込み用紙と車検証をFAXする。
　③予約完了後、日本ジェットスキー協会へ輸送料金の振込を実施する。（お振込先が昨年までと変更になっています。ご注意ください）
　④振込が確認できた時点で、料金受領書を返送しますので、料金受領書を持参のうえ、指定された日時までに、各地指定された場所に搬入する。
　⑤輸送中のトラブルを避けるため、貨物保険等、各自で加入して下さい。
※今大会の輸送代は、琉球海運㈱の特別料金であり、大会以外の輸送には適応されません。

携行缶をトレーラーにパッキングして輸送することは可能ですが、その際は必ず、携行缶を空の状態にして下さい。
燃料の入ったままの携行缶は輸送できません。ご注意下さい。

「2020 KAZE JETSKI Enjoy耐久 IN 宮古島」
参加艇輸送について

ＫＡＺＥジェットスキー事務局
078-929-2074

¥64,640
11月23日(月)
11月25日(水)

12月2日(水)
12月4日(金)

                                標記の件、来る11月28日-29日に開催する宮古島耐久レースに関しての艇輸送についてご連絡致します。

　　                          　ご予約申し込みは、下記記載の各社窓口に電話にてご連絡の上、担当者の指示に従って進めて下さい。

¥30,360 ¥45,672



私は、琉球海運(株)へジェットスキー（台車積）の輸送を依頼するにあたり、下記の

事項を尊守することを約束致します。

１．ジェットスキーには、必ず貨物輸送保険をかけておくこと。

　①時化等が原因の貨物ダメージ等について、弊社では損害賠償の責任を負えません。

　②トラブルを事前に防止するため、無保険車両について船積みをお断り致します。

２．ジェットスキーと台車は、ラッシングベルト等で確実に固定すること。

　①不十分なラッシングにより他の貨物にダメージを与えた場合、損害賠償の対象と

    なります。

３．輸送料金は、指定口座へ貨物搬入日の３日前までに振込をすること。

　①振込手数料は、申込者の負担とします。

　②振込先：みずほ銀行　明石支店　普通１８１２５３４　名義ﾆﾎﾝｼﾞｪｯﾄｽｷｰｷｮｳｶｲ

４．搬入及び受取の際は、窓口担当者と紳士的な態度で接すること。

　①乱暴な言葉使いや、暴力的な方の貨物船積みはお断りする場合があります。

申込日：　　　　年　　　　月　　　日　

氏　名：　　　　　　　　　　　　　　　
船名

　
発 宮古着

連絡先：　　　　　　　　　　　　　　　

メールアドレス：　　　　　　　　　　　 備考

トレーラー

車　格：　　軽自動車　・　　普通車　　

サイズ：全長　　　　㎝×全幅　　　　㎝

搬入日：　　　　　　月　　　　　　　日

振込日：　　　　　　月　　　　　　　日

振込金額：　　　　　　　　　　　　　円

KAZE JETSKI Enjoy耐久 in 宮古島　参加者用の申込書です。

―ジェットスキー輸送申込書―


