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第第第第 1111 条条条条    車両規定車両規定車両規定車両規定：：：：    

第第第第 1111 項項項項    使用使用使用使用するするするする車両車両車両車両    

1111----1111    PUSH BIKEPUSH BIKEPUSH BIKEPUSH BIKE：：：：    ホイールサイズホイールサイズホイールサイズホイールサイズのののの規定規定規定規定はありませんはありませんはありませんはありません。。。。    

1111----2222    自転車自転車自転車自転車：：：：    ホイールサイズホイールサイズホイールサイズホイールサイズのののの規定規定規定規定はありませんはありませんはありませんはありません。。。。ペダルペダルペダルペダルはははは取取取取りりりり外外外外してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。    

    

第第第第 2222 条条条条    クラスクラスクラスクラス分分分分けけけけ：：：：    

第第第第 1111 項項項項        

1111----1111    男女混合男女混合男女混合男女混合。。。。年齢制限無年齢制限無年齢制限無年齢制限無しししし。。。。    

    

第第第第 3333 条条条条    採点採点採点採点ののののルールルールルールルール：：：：    

第第第第 1111 項項項項    

1111----1111    競技競技競技競技ををををＰＵＳＨＰＵＳＨＰＵＳＨＰＵＳＨ----ＢＩＫＥＢＩＫＥＢＩＫＥＢＩＫＥTRIALTRIALTRIALTRIAL 専用専用専用専用ののののセクションセクションセクションセクションでででで行行行行うううう場合場合場合場合。。。。    

番号番号番号番号    競技規則競技規則競技規則競技規則    減点減点減点減点    

1111    採点採点採点採点はははは、、、、入入入入りりりり口口口口ののののゲートゲートゲートゲートをををを前輪前輪前輪前輪のののの車軸車軸車軸車軸がががが通過通過通過通過したしたしたした時時時時からからからから採点採点採点採点がががが始始始始まりまりまりまり、、、、

出口出口出口出口ののののゲートゲートゲートゲートをををを前輪前輪前輪前輪のののの車軸車軸車軸車軸がががが通過通過通過通過したしたしたした時点時点時点時点でででで終了終了終了終了となりますとなりますとなりますとなります。。。。各各各各ゲートゲートゲートゲートをををを

前輪前輪前輪前輪のののの車軸車軸車軸車軸がががが通過通過通過通過したしたしたした時点時点時点時点でででで減点数減点数減点数減点数がががが決決決決まりますまりますまりますまります。。。。ライダーライダーライダーライダーががががセクションセクションセクションセクション

内内内内のすべてののすべてののすべてののすべてのゲートゲートゲートゲートをををを通過通過通過通過しししし、、、、出口出口出口出口ののののゲートゲートゲートゲートをををを出出出出たたたた場合場合場合場合。。。。    

0000    

2222    ライダーライダーライダーライダーががががセクションセクションセクションセクション内内内内のののの１１１１番目番目番目番目ののののゲートゲートゲートゲート（（（（白白白白））））をををを通過通過通過通過したしたしたした場合場合場合場合。。。。    3333    

3333    ライダーライダーライダーライダーががががセクションセクションセクションセクション内内内内のののの 2222 番目番目番目番目ののののゲートゲートゲートゲート（（（（緑緑緑緑））））をををを通過通過通過通過したしたしたした場合場合場合場合。。。。    2222    

4444    ライダーライダーライダーライダーががががセクションセクションセクションセクション内内内内のののの 3333 番目番目番目番目ののののゲートゲートゲートゲート（（（（青青青青））））をををを通過通過通過通過したしたしたした場合場合場合場合。。。。    １１１１    

5555    ライダーライダーライダーライダーがががが転倒転倒転倒転倒、、、、そのそのそのその他他他他のののの失敗失敗失敗失敗によりによりによりにより最初最初最初最初ののののゲートゲートゲートゲート（（（（白白白白））））をををを通過通過通過通過できなかできなかできなかできなか

ったったったった場合場合場合場合。。。。    

5555    

6666    セクションセクションセクションセクションのののの外外外外にににに足足足足をををを付付付付くことはくことはくことはくことは可能可能可能可能ですがですがですがですが、、、、車輪車輪車輪車輪やややや車体車体車体車体ががががセクションセクションセクションセクション外外外外

にににに出出出出るとるとるとると失敗失敗失敗失敗となりますとなりますとなりますとなります。。。。    

5555    

7777    マインダーマインダーマインダーマインダーがががが選手選手選手選手のののの体体体体やややや車体車体車体車体にににに触触触触れてれてれてれて、、、、押押押押したりしたりしたりしたり、、、、引引引引っっっっ張張張張ったりしてったりしてったりしてったりして、、、、体体体体

力的力的力的力的なななな補助補助補助補助をををを行行行行うとうとうとうと失敗失敗失敗失敗となりますとなりますとなりますとなります。。。。ただしただしただしただし転倒転倒転倒転倒しそうなしそうなしそうなしそうな時時時時にににに安全安全安全安全のためのためのためのため

にににに横横横横からからからから支支支支えることはえることはえることはえることは可能可能可能可能ですですですです。。。。    

5555    

1111----2222 競技競技競技競技ををををＢＩＫＥＢＩＫＥＢＩＫＥＢＩＫＥTRIALTRIALTRIALTRIAL ののののセクションセクションセクションセクションでででで行行行行うううう場合場合場合場合。。。。    

番号番号番号番号    競技規則競技規則競技規則競技規則    減点減点減点減点    

1111    採点採点採点採点はははは、、、、入入入入りりりり口口口口ののののゲートゲートゲートゲートをををを前輪前輪前輪前輪のののの車軸車軸車軸車軸がががが通過通過通過通過したしたしたした時時時時からからからから採点採点採点採点がががが始始始始まりまりまりまり、、、、

出口出口出口出口ののののゲートゲートゲートゲートをををを前輪前輪前輪前輪のののの車軸車軸車軸車軸がががが通過通過通過通過したしたしたした時点時点時点時点でででで終了終了終了終了となりますとなりますとなりますとなります。。。。セクションセクションセクションセクション

をををを 30303030 秒以内秒以内秒以内秒以内にににに走走走走りりりり終終終終えたえたえたえた場合場合場合場合。。。。    

0000 点点点点    



2222    セクションセクションセクションセクションをををを 60606060 秒以内秒以内秒以内秒以内にににに走走走走りりりり終終終終えたえたえたえた場合場合場合場合。。。。    1111 点点点点    

3333    セクションセクションセクションセクションをををを 90909090 秒以内秒以内秒以内秒以内にににに走走走走りりりり終終終終えたえたえたえた場合場合場合場合。。。。    2222 点点点点    

4444    セクションセクションセクションセクションをををを 120120120120 秒以内秒以内秒以内秒以内にににに走走走走りりりり終終終終えたえたえたえた場合場合場合場合。。。。    3333 点点点点    

5555    セクションセクションセクションセクションをををを走走走走りきるりきるりきるりきる前前前前ににににタイムオーバータイムオーバータイムオーバータイムオーバーしたしたしたした場合場合場合場合。。。。 5 点点点点 

    

第第第第 4444 条条条条    服装服装服装服装：：：：    

ライダーライダーライダーライダーはははは必必必必ずずずずヘルメットヘルメットヘルメットヘルメットをををを着用着用着用着用しなければならないしなければならないしなければならないしなければならない。。。。またまたまたまた安全安全安全安全のののの為為為為にににに、、、、長袖長袖長袖長袖シャツシャツシャツシャツ、、、、

ハイカットシューズハイカットシューズハイカットシューズハイカットシューズ、、、、長長長長ズボンズボンズボンズボン、、、、グローブグローブグローブグローブ、、、、ひざあてひざあてひざあてひざあて、、、、肘肘肘肘あてなどのあてなどのあてなどのあてなどの 2222 着用着用着用着用をををを推奨推奨推奨推奨するするするする。。。。    

    

    

KCKCKCKC のののの PBPBPBPB 参加者参加者参加者参加者のののの保護者保護者保護者保護者がががが知知知知っておくべきっておくべきっておくべきっておくべき事事事事とおとおとおとお願願願願いいいい。。。。    

    

ＰＵＳＨＰＵＳＨＰＵＳＨＰＵＳＨ----ＢＩＫＥＢＩＫＥＢＩＫＥＢＩＫＥTRIATRIATRIATRIALLLL はははは、、、、自然豊自然豊自然豊自然豊かなかなかなかな亀岡亀岡亀岡亀岡トライアルランドトライアルランドトライアルランドトライアルランドでででで、、、、おおおお子子子子さんにさんにさんにさんに家族家族家族家族やおやおやおやお友友友友

達達達達とととと一緒一緒一緒一緒ににににオフロードライディングオフロードライディングオフロードライディングオフロードライディングのののの楽楽楽楽しさをしさをしさをしさを体験体験体験体験していただくことをしていただくことをしていただくことをしていただくことを目的目的目的目的にににに開始開始開始開始しまししまししまししまし

たたたた。。。。それらのそれらのそれらのそれらの経験経験経験経験がががが身体身体身体身体やややや心心心心のののの発達発達発達発達のののの良良良良きききき助助助助けになればとけになればとけになればとけになればと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。勝敗勝敗勝敗勝敗をををを気気気気

にしないでにしないでにしないでにしないで、、、、失敗失敗失敗失敗をををを気気気気にしないでにしないでにしないでにしないで、、、、がんばらないでがんばらないでがんばらないでがんばらないで、、、、無理無理無理無理なくなくなくなく遊遊遊遊んでいただきたくんでいただきたくんでいただきたくんでいただきたく思思思思いいいい

ますますますます。。。。ルールルールルールルールはははは安全優先安全優先安全優先安全優先でででで、、、、進進進進むむむむ力力力力ののののアシストアシストアシストアシストはははは認認認認めていませんがめていませんがめていませんがめていませんが、、、、前後左右前後左右前後左右前後左右からからからから

ののののバランスバランスバランスバランスののののサポートサポートサポートサポートをををを認認認認めていますめていますめていますめています。。。。サポートサポートサポートサポートするするするする人人人人ををををマインダーマインダーマインダーマインダーとととと呼呼呼呼びますびますびますびます。。。。マイマイマイマイ

ンダーンダーンダーンダーののののセクションセクションセクションセクション内内内内へのへのへのへの立立立立ちちちち入入入入りはりはりはりは OKOKOKOK ですのでですのでですのでですので、、、、出来出来出来出来ましたらましたらましたらましたら常常常常におにおにおにお子子子子さんさんさんさんにににに寄寄寄寄りりりり

添添添添ってってってって、、、、転倒転倒転倒転倒などによるなどによるなどによるなどによる怪我怪我怪我怪我のないようにのないようにのないようにのないように助助助助けてあげてくださいけてあげてくださいけてあげてくださいけてあげてください。。。。大会参加大会参加大会参加大会参加をををを共通共通共通共通のののの

話題話題話題話題としてとしてとしてとして、、、、大会後大会後大会後大会後にはおにはおにはおにはお子子子子さんとさんとさんとさんと色色色色々々々々とおとおとおとお話話話話してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

    

KCKCKCKC 主催者主催者主催者主催者    

平野平野平野平野    博博博博    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



2018 KC PUSH2018 KC PUSH2018 KC PUSH2018 KC PUSH----BIKETRIALRULESBIKETRIALRULESBIKETRIALRULESBIKETRIALRULES    

20180206201802062018020620180206    

    

Art. 1    BIKE 

1-1    PUSH BIKE：：：：    Any wheel size can be used.  

1-2    BICYCLE：：：：    Any wheel size can be used. Both pedalｓｓｓｓ should be taken 

out. 

 

Art. 2    CLASS 

1-1    1 class open age. 

 

Art.3    PENALTY SYSTEM 

1-1 PB Rules for using the original PUSH-BIKETRIAL sections. 

No.No.No.No.    Rules Pen. 

1111    The judge by observer will be started when THE FRONT AXLE 

has crossed   the IN gate. And the judge will be finished when 

the front axle has crossed the OUT gate.  

There are 3 gates in a section. When the rider crossed all gates 

and OUT gate, the penalty will be 0 points. 

0 P 

2222    When the rider crossed WHITE gate in the section. 

And finished riding before GREEN gate. 

3 p. 

3333    When the rider crossed GREEN gate in the section. 

And finished riding before BLUE gate. 

2 p. 

4444    When the rider crossed BLUE gate in the section. 

And finished riding before the OUT gate. 

1 p. 

5555    When the rider crossed the IN gate,  

And finished riding before WHITE gate. 

5 p. 

6666    Keeping balance using except foot (shoes) on the ground or 

keep balance to lean on any obstacles. 

5 p 

7 7 7 7     When the minder pushed or pulled the body of rider or pushbike 

to assist riding in a section.  

Holding the rider by side or stop the bike on down hill for the 

safety reason is accepted.  

5 p 

1111----2222    PB Rules for using the BIKETRIAL sections.    

No.No.No.No.    Rules Pen. 

1111    The judge by observer will be started when the front axle of the 0 P 



bike has crossed the IN gate of the section. And the judge will be 

finished when the front axle has crossed the OUT gate. Finished 

a section within 30 seconds. 

2222    Finished a section within 60 seconds. 1 p. 

3333    Finished a section within 90 seconds. 2 p. 

4444    Finished a section within 120 seconds.  3 p. 

5555    Time over before cross the OUT gate. 5 p. 

 

Art. 4    CLOTHING 

The participants must be wear a helmet. We also recommend to use long 

sleeve shirts, long pants, gloves, knee pads and sin guards. 

    


