REGISTRATION レジストレーション
Please note this website is solely for riders / teams who wish to register for the various events that make
up the different 2017 FIM Trial World Championships. Valid users will have already been sent log in
details or will need to create a new account, which will be subject to verification.
本ウェブサイトは、ライダー及びチームのためのものであり、2017 年ＦＩＭトライアル世界選手権にエント
リーするためのものである。既にログインのために必要な詳細情報について送られているライダーもあ
りますが、確認作業を必要とする新たなアカウントを作成しなければならないライダーもあります。
Important information: Entries close 7 days before each event - no exceptions will be made.
Entries made less than 14 days before each event will be subject to €50.00 late administration fee - no
exceptions will be made.
重要な情報 エントリーは各大会の7日前までとし、如何なる延長も認められません。14日前までのエン
トリーの場合は、遅延エントリー料として 50％エントリー料が加算されます。
Click here to access the official TrialGP website. TrialGP ウェブサイトはここをクリック
Click here to access the rider / team noticeboard. ライダー、チームへの公示はここをクリック
FIM TRIAL WORLD CHAMPIONSHIP

E-mail

Password
LOG IN

Forgot my password パスワードを忘れた方はこちら

CREATE NEW ACOUNT 新規登録はここ

Create your account アカウントの作成
Please create your account to be able to register for the various events. Once your account is created and
verified, you will then be able to log in with your username and password, and register for the events that
you wish to participate in.
大会へのエントリーを行うためにアカウントを作成してください。
一度アカウントが作製され、
認められた以降にユーザーネーム及びパスワードにてログインすることが出来るようになり、
参加を希望する大会へのエントリーをすることができます。

Your account details あなたのアカウント詳細情報
Name *

名前

Please enter your name e.g. John with English characters and only with the first letter as a Capital letter.
名前は英語で、最初の文字は大文字で入力してください。
Surname *

苗字

Please enter your surname e.g. CLINTON with English characters and all in CAPITAL LETTERS.
苗字は全て大文字で記入してください。
E-mail *

e-mail

Please enter a valid email. You will need it to activate your account.
現在使用しているメールアドレスを記入してください。アカウントの作動に必要となります。
Re-enter E-mail *

e-mail アドレス再入力

Please re enter your email. もう一度 e-mail アドレスを入力してください。
Password *

パスワード

Your password strength is 0%
貴方のパスワードの有効性
Please enter your desired password for the account. We strongly recommend the password to consist of
letters, numbers, capital letters and special characters.
ご希望のパスワードを入力してください。文字、数字、大文字や特殊文字の使用を推奨します。

Re-enter password *
Please re enter your password. 再度パスワードを入力してください。

Address *

住所

Postal Code *
City *

郵便番号
市町村

Country * 国名
- Choose country - 下記より国を選んでください
- Choose country -

Telephone

電話番号

Please enter phone with the international code. e.g. +44 1234 567 890
国別番号を含み電話番号を入力してください。（日本は+81）
Mobile *

携帯番号

Please enter phone with the international code. e.g. +44 1234 567 890
国別番号を含み電話番号を入力してください。（日本は+81）
Date of Birth * 生年月日

Your date of birth in dd/mm/yyyy format. (e.g. 21/02/1995)
生年月日は日/月/年の順に記入してください。(例：1995 年 2 月 21 日は 21/02/1995)
Nationality * 国籍
- Choose country - 国を選んでください
- Choose country -

Federation * 協会名
- Choose your federation - 境界を選んでください
- Choose your federation -

FIM Licence

ＦＩＭライセンス番号

Please enter your FIM Licence Number.
貴方のＦＩＭライセンス番号を記入してください。
FIM ID

0

ＦＩＭ ＩＤ

This input will be filled automatically by the FIM
ここはＦＩＭによって記入されます。

Class * クラス
- Choose your Class – クラスを選んでください
- Choose your Class -

Assistant details アシスタントの詳細情報
Assistant 1 アシスタント１
Name

名前

Please enter your name e.g. John with english characters and only the first letter in Capital.
名前は英語で、最初の文字は大文字で入力してください。
Surname

苗字

Please enter your surname e.g. CLINTON with english characters in CAPITAL LETTERS.
苗字は全て大文字で記入してください。

FIM Licence

ＦＩＭライセンス番号

Please enter Assistant 1 FIM Licence Number.
アシスタント１のＦＩＭライセンス番号を記入してください。
Please enter your name e.g. John with english characters and only the first letter in Capital.
Please enter your surname e.g. CLINTON with english characters in CAPITAL LETTERS.
Please enter Assistant 2 FIM Licence Number.

Motorcycle Details 車両情報
Motorcycle Brand * モーターサイクルのブランド名
- Choose Brand - ブランドを選んでください
- Choose Brand -

Motorcycle Model *

モーターサイクルのモデル

The model of your motorcycle. あなたのモーターサイクルのモデル名
Motorcycle Capacity *

排気量

Your motorcycle's engine capacity (e.g. 250cc).

あなたのモーターサイクルのエンジン排気量

Engine Strokes * エンジンストローク
- Choose your engine's strokes - エンジンストロークを選んでください
- Choose your engine's strokes -

Registration Number

登録ナンバー

Frame Number

フレームナンバー

Insurance Company

保険会社名

Insurance Policy Number

保険証券番号

Insurance Expiration Date

保険満了日

I agree to the terms and conditions. 上記諸条件に同意いたします。
I agree to the FIM Anti-Doping code. ＦＩＭアンチドーピングコードに同意いたします。

CREATE ACCOUNT

アカウント作成

