2016/06/20

有視界クワッドレーシング in 埼玉 参加 のご案内（案）
名

称：VF(Visual Fligt)クワッドレーシング in 埼玉
とき：平成２８年８月２８日（日）
９：００受付開始 ９：３０開催 １５：１５終了

（雨天の場合中止いたします）

場所： 埼玉県 MBP JAPAN RC 専用飛行場 (関越道東松山インターより約 20 分)
主催： MBP JAPAN、 T-REX JAPAN
種目

後援： 3DX JAPAN

１．タイムトライアルレース (クラス別) 本選

※１台ずつ時間を計測

２．周回コースレース (クラス別) 予選・本選 ※３台でレース
３．ヘリ、飛行機、オスプレイ等 デモフライト
４．デコレーションクワッド展示 （昼食時展示）
５．その他 風船割りアトラクション競技
６．メーカー即売会
※詳細は T-REX JAPAN ホームページ（http://www.t-rex-jp.com/）をご覧下さい。
資格： ラジコン保険加入者（当日提示をお願いします）
ファントムクラスまでの各社機体
プロポ/無線機は認定シールがある２．４G のもの。海外製品は使用不可（当日確認）
参加者：約 30 名（事前登録制）
参加費：3,000 円 （昼食弁当付）
申し込み： T-REX JAPAN ホームページより申し込みください（定員になり次第締め切ります）
※初心者の方にも参加型アトラクションを準備しています。
T-REX JAPAN ホームページ： http://www.t-rex-jp.com/
ご注意：参加する機体、台数によっては、クラス混合で競技をしていただく場合があります。
HOBBY NET, KDS JAPAN, GOLD STONE, ENERGY POWER 等

協賛メーカー：

■タイムスケジュール■
9 時 00 分

受付

（機体・※プロポ・動力用バッテリーを確認します）
※（財）日本ラジコン電波安全協会発行の認定シールが貼られているもの

9 時 30 分

開会式

9 時 45 分

記念撮影（出場者全員,招待客,スタッフ,その他関係者）

9 時 55 分

垂れ幕下ろし

挨拶：小池、樋口

注意事項説明：MC（小林）

ALIGN M690L ※上空で垂れ幕を下ろす 飛行：小林

10 時 10 分 Align MR25 デモフライト
10 時 30 分 タイムトライアル競技

※飛行：山本

その他メーカーデモ２社程度

ショートコース：

３０名

一人一回・５０ｍ程度の直線コース（ゲート２個）の時間競技

11 時 15 分 タイムトライアル競技

ミドルコース予選：

昼休み

＠1.5 分配分

２０名（１０名選出）

一人一回・１００ｍ程度の往復コース（ゲート３個）の時間競技

12 時 15 分

撮影：神田

（デモフライト）ミュージックフライト

＠3 分配分

その他メーカー・ヘリ・マルチレーサーデモ
13 時 00 分 周回コースレース予選：
各組上位１位の６名を選出

13 時 30 分 タイムトライアル競技

１８名(６組)
３人グループで３回周回・一回当たり５分

ミドルコース本選：

１０名

一人一回・１００ｍ程度の往復コース（ゲート３個）の時間競技

14 時 00 分 レーサー風船割り競技（アトラクション）：

＠3 分配分

２０名

出場資格：イベント当日午前募集(1０名)、メーカーパイロット参加、
バギー

＋

戦車-

14 時 20 分 周回コースレース本選：
14 時４0 分

メーカー

６名

final デモフライト

※飛行：デモ飛行

３台程度

15 時 00 分

閉会式（表彰式・器具片付け・ゴミ拾い）

15 時 15 分

抽選会
※

解散

状況によって、スケジュールが変わる場合があります。ご了承ください。

【見学】
原則自由。ただし、入場口に安全注意を喚起し、同意する旨の看板を設置する。
【会場へのアクセス】
自動車でのアクセスとなり、相乗りでの来場を依頼する。
・ 会場の収容能力を越える入場があった場合、入場を制限します。
・ 大会関係者・招待者は、優先的に駐車

別紙 1-1
■

ルールブック

■

Ⅰ.注意事項：すべてあなたの責任です。
１）安全に飛行または取扱いができること。
２）飛行前点検を確実に行う。危険な行為をした場合はただちに飛行中止
不良個所を発見した場合も飛行を中止し即整備をおこなうこと。
３）動力用バッテリーの管理は使用者でおこなう。
４）飛行エリア・パイロットエリアは当日指示されますので必ず厳守して下さい。
競技会のルール等、守れない場合は飛行ならびに参加をお断りいたします。
５）４）で定めた飛行エリアで飛行中の機体がある場合はエリアに立ち入らない
６）ジャッジの判断で危険なフライトと認められた場合は飛行を中止します。
７）会場内にゴミを残さない。必ず持ち帰りましょう。
８）事故等を起した場合はただちに消防・警察に連絡し指示に従うこと。
主催者は一切の責任は負いません。
９）この競技会は MBP JAPAN と T-REX JAPAN が運営し、参加者全員の協力で行う
ものです。

イベントの運営に協力下さい。

Ⅱ.フライト：すべてあなたの責任です。
１）１人あたりの待機/フライト時間が所定の時間を越える場合は失格となります。
２）フライト中、安全確保を怠らず、周囲の安全を確保する。
３）フライト後、ただちにパイロットエリアから退出する。
４）定められたエリア外で浮上また、動作確認のためモーターの起動等をさせないこと。
５）その他、不明な点は必ず担当者もしくは安全担当者へ確認すること。
※運営側からのお願いと注意事項
大会会場はラジコン専用飛行場をお借りしておこなわれます。公共の場所です。
今大会のルールおよびマナーをしっかり守り、ドローンレースを楽しみましょう。
危険な行為/飛行は禁止しています。ルールに基づいた飛行・観覧を心がけて下さい。
会場内では、安全確保のため、警備担当者の指示に従ってください。
お弁当の残り物やその他のゴミは必ず持ち帰り処理して下さい。
会場内の駐車スペースに限りがありますので、複数の相乗りでご来場下さい。
下記の場合、会場内の駐車場の駐車をお断りする場合があります。
・お一人で車で来場いただいた場合。
・会場内の駐車場が満車となった場合。
会場内に私用のテント等の構造物は設置できませんので、ご注意下さい。
T-REX JAPAN
スタッフ一同
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（タイムトライアルレース）ショートコース・ミドルコース共通

１）一人ずつスタート。

５からカウントダウンし、「スタート」の合図で計測開始。

機体をアイドリング状態から、スタートをする。
２）コーンで囲ったゴールエリアに着地するまでの時間で順位を決める。
最初に着地した場所が、ゴールエリア外の場合は失格。（ゴールまでは着地してはダメ）
３）途中のゲートをすべてくぐらないと失格。

何回でもくぐりなおしできる。

４）機体をスタートしてから、ゴールまでの競技持ち時間を各競技ごとに設定、遵守する。
競技持ち時間を越えると失格。パイロットは機体と並走可能。
① ショートコース（５０ｍコース）
１～３位を決めます。【商品１－３位と授与】
一人当たり競技持ち時間は、１分 30 秒
② ミドルコース（１０００ｍコース）予選・本選
一人当たり競技持ち時間は、3 分 00 秒
予戦で上位の１０名を選出し、本戦で１～３位を決めます。【商品１－３位に授与】
・ ジャッジ
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１名（スターター兼務）

（周回コースレース）予選・本戦共通

１）三人ずつスタート。

５からカウントダウンし、「スタート」の合図で計測開始。

機体をアイドリング状態から、スタートをする。
２）ゴールライン上空を通過するまでの時間で順位を決める。
ゴールまでの途中での着地も可能。レース継続可能。
３）途中のゲートをすべてくぐらないと失格。

何回でもくぐりなおしできる。

４）機体をスタートしてから、ゴールまでの競技持ち時間を各競技ごとに設定、遵守する。
競技持ち時間を越えると失格。パイロットはコーナーフラッグ中央のコースより離れた
位置で操縦する。
③ 周回コース（予選）
各グループ１位を６名決め本選に進みます。また、各グループ２位以下の選手で計測時間が
上位３位までの選手３名も選出。

９名が本選に進みます。

一人当たり競技持ち時間は、3 分 00 秒
④ 周回コース（本選）
一人当たり競技持ち時間は、3 分 00 秒
本戦で１～３位を決めます。【商品１－３位に授与】
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⑤

（レーサー風船割り / アトラクション競技）

地上に設置した風船を、クワッドレーサーのプロペラで割る競技。
割った風船の数を競うゲーム。
【商品１－３位＋パフォーマンス

５台グループで４組実施。
２名】

また、ラジコンカーのルーフにつけた風船を割る。
上空から追う。ラジコンカーの風船は高得点。

ラジコンカーは逃げ、レーサーが

（優秀なパフォーマンスにはジャッジより特別賞が与えられます）
Ⅲ．販売
各メーカーブース販売。飲食ブースも設置したい。
各メーカーのバナーを設置をしたい
Ⅳ.会場レイアウト：
別途検討必要
１．駐車場：（８０台分を確保）
・ 主催者用の駐車場（１０台程度）
・ 協賛メーカー、招待者駐車場（１０台程度）
・ 選手駐車場（３０台程度）
・ 一般用客駐車場（３０台程度）
２．警備員（警備責任者：XXX）
１）駐車場
・ 飛行場入り口

誘導

・ 駐車スペース指示

１名
誘導

１名

２）場内整理
・ 飛行場内への立ち入り警備

２名

３）緊急通報体制
関連先・官憲への通報と処置

２名（小池・樋口）

３．場内設備
・テント

本部用

２張

、会議テーブル 4 脚、イス２０席、発電機

・オーディオ設備、集計用 PC、プリンタ、延長電源ケーブルリール

１基
３台

・ 掲示板､ バナー、プログラム案内板､ 場所案内版、注意書、のぼり
・ 選手機体調整用テーブル（各自持参）
※本部以外の協賛メーカー、出店ブース、選手用の電源がありません。
必要に応じ、各自で発電機を調達すること。
Ⅴ.費用負担：
１．メーカー出店：無料
２．会場費：選手参加費等の収入より
３．その他準備等に係る自社発生費用（含む人件費）：各自負担
Ⅵ.賞品：
原則として出店メーカー協賛品、主催者で調達する。

コース案

