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愛媛県東温市南方1992-4
エスエスイーアール オーガニゼーション

2010年3月20日(土)～3月22日(月・祝)
36,750円(税込)

定員： 二輪50台、四輪50台

プラザ阪下
大阪府河内長野市末広町４－１
安芸タカタサーキット
広島県安芸高田市高安町原田1378-3

申込書 (HP より申込書をダウンロード可 )
に必要事項を全て記載の上、エントリー費
を添えてお申し込み下さい。

大会名：

インフォメーション：

大会期間中スケジュール：

予定のスペシャルゲストとして菅原義正氏、篠塚建次郎氏をお招きし、3日間、1本に繋がったルートをエントラントと共に走行します。またオープニングフェスタ
では両氏によるラリートークショー、ダート体験走行会でのアドバイスを予定しています。運が良ければ助手席に乗ってダート体験できるかも！？

遊ぼ！遊ぼ！

TDR 3DAYS 2010
ディーマネージメント 
ティーディーアール 3デイズ 2010
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3/21

3/22

SPECIAL GUEST ( 予定 )

概要

菅原 義正　SUGAWARA Yoshimasa
 パリダカ世界最多連続出場26回の記録を持ち、ギネ
スの世界認定を受ける。1983年に二輪で初参戦以来、
四輪（7回）での経験を経て、1992年より日野自動
車のトラックで参戦。1989年からは完走率100％で
連続完走20回。これもパリダカ史上最多の記録となっ
ている。

篠塚 建次郎　SHINOZUKA Kenjiro
 1997 年 48 歳で日本人初のダカールラリー優勝ドラ
イバーになった篠塚建次郎氏が 60 歳を迎える 2008
年 10月南アフリカソーラーカーラリーで総合優勝。
2009 年モンゴルで開催されるラリー・モンゴリアに
主催者側スタッフとして参加し「カミオンバレー」の
運転を担当。開催期間中は不眠不休でリタイア者の収
容作業にあたった。

エントリー開始
エントリー締切
公式通知発送開始

2009年 11月 01日
2010年 02月 28日
2010年 03月 10日

1人様に付

食事5食(20日夕、21日朝・夕、22日朝・軽)参加
記念品、宿泊地(20日はテント泊、21日は青少
年自然の家泊) ※3/20、3/21のホテル利用、
個室利用は別途お申し込み下さい。
※昼食、ガソリン代等は含まれません。

エントリー費に含まれるもの、含まれないもの：

20歳未満は50％OFF,30歳未満は30％OFF
四輪同乗者(3人目以降)15,750円
※但し小学生未満は無料
オープニングフェスタのみの参加 5,250円

09:00　受付開始、自由走行、
            体験走行会
11:00　コマ図講習会 ( 参加自由 )
13:00　オープニングフェスタ
14:00　SS1START
17:00　トークイベント
18:30　バーベキューパーティー

ETAP1 大阪～岡山
07:00　START　約 350Km
　　　　ビバーク到着後SS2
　
ETAP2 岡山～広島
07:00　START　約 300km
            ビバーク到着後SS3
16:00　表彰式典、閉会式

「遊ぼ。ラリーを知る3日間」
テーマは「遊ぼ！」ただただコマ地図の楽しさに浸る3日間。ダート走行や競争はないけれど、途中いくつかのタスクがあるし、
ひょっとしたらカートやMTBなどいくつかの競技も組み込まれるという、全く新しい試み。徹底的に遊びつくす、もちろん家族
連れ子供連れ！バイクはロードでもＯＫ！もちクルマも、ランクルでもジムニーでもプリウスでもインサイトでも、まあ何でも参
加できるという幅広さ。こんなこと、今までにはなかった。



〒791-0301 愛媛県東温市南方1992-4　PHONE:089-960-6905   FAX:089-960-6906
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各種イベントのお問い合わせ・資料請求などは、お近くのパートナーショップでも受け付けております。お気軽にご相談下さい。

歴史深く美しい日本の情景を満喫しよう！
　
　大阪の地を立ったエントラントは豊かな自然と瀬戸内の穏やかな気候を
満喫しながら、豊臣秀吉の山陽遠征の軌跡を辿ります。そして吉備高原で
のビバーク後、雄大な蒜山、大山を経て一気に様相の異なる日本海へ抜け
ることとなります。

太閤秀吉の地元に伝わる歴史的評価とは・・・
桃太郎伝説が伝わる吉備津神社と出雲大社の関係は・・・
そんな事を考えながら走しるのもよし。
 　コマ図に織り込まれた各地の名湯で疲れを癒し、そこでしか食べられな
い名産に舌鼓を打ち、絶景ポイントで写真を撮りまくるのもよし。
 　とにもかくにも3日間、お腹がいっぱいになるまでコマ図と向き合い「日
本」を満喫しましょう！
　

ラリーの楽しみは走るだけじゃない！
　同じ目的を持った仲間と過ごす3日間。毎日がクタクタだけどそこでは
日常ではあり得ないような友情や絆が生まれたりします。スペシャルス
テージで、ダート体験会で、BBQパーティーで初心者も強者もみんなで
ワイワイ遊びましょう！

私たちも参加します！

子供
用マ
ップ
も

ある
よ！

1コマ目は左折し橋
を渡り右折。そして
右折した道は下る、
という意味。距離計
測は橋の手前の分
岐点。2コマ目は舗
装からダートへ。こ
の場合の距離はダ
ートの始まりからで
あり右へ登る道へ
進む。

前のコマからの区間距離
この日の朝のスタートからの全走行距離27.11kmは
前のコマ26.60kmに0.51km(KM-INTER)を加算したもの。

360.48km TYPE : LIAISON
DESIGNATIONKM-TOTAL

KM-INTER
COMMENT
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26.60
1.66

0.51
27.11

注意事項
■　二輪四輪問わず参加が可能です。一部高速道路を使用することがありますから高速道を走行が可能な車両に限らせていただきます。
■　受付時に車両および登録証または車検証、自賠責保険証書の提示をお願いいたします。違法性のある改造や登録・保険などに問題点がある場合は出場を取り消す場合があります。
■　参加は全て参加者の責任においてなされなければなりません。大会中の事故等に関して主催者は最善を尽くしますが、車両の損害および参加者の負傷に関して、
　　参加者の責任とし主催者はその責を負いません。
■　本イベントはルート上のダート、オフロード走行及び参加車両を用いる競技はありません。
■　エントリーする車両は、正しく作動するトリップメーター ( 標準車載の距離計可 ) を有する必要があります。
■　大会期間中の朝夕食は、主催者側が提供いたします。昼食は行程中に参加者が任意にお取り頂き、それぞれご負担下さい。
■　ガソリン代、高速道路代は参加者でご負担下さい。
■　二輪車でエントリーされる方は、一定の安全を確保するためにプロテクター類が必要となります。詳しくはエントリー後送付される規則書をご覧ください。
■　規則書をよくご覧いただき、ご参加をお願いいたします。不明な点などは事前に事務局へお問い合わせ下さい。

安全で楽しいラリーとするように、みなさんのご協力をお願いいたします。

大人も子供もみんなで「遊ぼ！」
　TDR2010 は単に走行するだけではなく、3 本の SS はじめ、エコチャ
レンジ、子供向けクイズイベントによるランキングを行い、入賞者にはト
ロフィーを授与します。また子供用マップを用意していますのでハンドル
を握る大人だけではなく、一緒に旅するお子様もドキドキする冒険を満喫
することができます。
　・SS×3本 ( 三種競技 )
　・エコチャレンジ
　・子供クイズイベント
　・ダート体験走行会
　・キッズ体験走行会 etc

　コマ図走行は、地図やカーナビなどの全体像を
あらかじめ掴む物ではなく、1つ 1つの目印や距
離をクリアしながら進む推理ゲーム感覚のナビ
ゲーション方法です。1 つ間違えば大きくミス
コース。素早い現状認識と冷静な判断力が必要で
す。
　ラリーはSS( 競技区間 )、リエゾン ( 移動区間 )

共にコマ図に従ってルートを走行します。また、ルート上には、いくつか
の CP( チェックポイント ) が設けられてあり、エントラントは設定時間内
にCPを通過しなければ大きなタイムペナルティが課せられます。 

コマ地図で走ろう！ ( コマ地図の解説 )

車が大好きですが競技経
験はありません。ウェイトリ
フティング学生チャンピオ
ン

学生生活最後の年の思い
出に愛車R-1で走りまーす

　

子供も巣立ち、そろそろ自
分の余生を楽しみたいなと
思いエントリーしました。

黒川 吉美さん
トヨタ Vitz

麻生 将太さん
YAMAHA R1

増田 諭さん
ムラーノ (日産)

吉田 節子さん
マーチ(日産)

たまにはエントリーして遊
んでくださいって言葉を信
じて参加しまーす。みなさ
ーん一緒に遊びましょう。

●IMPALA
　 兵庫県伊丹市昆陽4丁目129番-1
　 TEL:072-785-0061

●ON&OFF MOTO WORKS
　 広島県福山市松永町4-14-18
　 TEL：084-934-3984

●カオルエンジニアリング
　 大分県大分市大字田原９８４-１ 
　 TEL：097-542-3888

●ミサイルファクトリー
    神奈川県川崎市高津区千年６７０番地
    TEL:０４４-７６６-７４４４

●5D
　 広島市安芸区上瀬野南2丁目15ー14
　 TEL:082-894-8066

●Dirt Bike ZIM
　 福岡県北九州市八幡西区森下町26番60号
　 TEL：093-643-6888

●ヤナセモトラッド世田谷
　 東京都世田谷区上用賀6-32-30
　 TEL：03-5450-5520

●日本レーシングマネージメント
　 東京都渋谷区恵比寿2丁目29番6号
　 TEL：03-3440-5581 

●BIKE SHOP TRY
　 岐阜県各務原市三井町2丁目64番地
　 TEL：058-383-7722　

●IWASAKI Motors
　 愛知県愛知郡長久手町喜婦嶽801番地
　 TEL：0561-62-7196

●KTM埼玉
　 埼玉県さいたま市桜区西堀6-19-19 
　 TEL：048-839-3321

●APIO
　 神奈川県綾瀬市吉岡651
　 TEL：0467-78-1182


