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What's RSM?

ライディングスポーツ・メンバーズ
（以下RSM）は、全国で開催されているライデ
ィングスポーツカップをはじめ、RSMに登録されているイベント参加の際に有効な、
スポーツ保険の加入証明書です。このカードをお持ちの方は、登録イベントへ参加
の際に、その都度、保険に加入していただく必要はありません。1年間、このカード
があれば登録イベントすべてに有効です。
これは、 チームライディングスポーツが設立した任意団体
『２輪モータースポー
ツ育成協会』
が、
『
（財）
スポーツ安全協会』
が運営する
『スポーツ安全保険』
に団体と
して加入し、登録競技者、イベント参加者の不慮の事故に対して補償するものです。
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ライディングスポーツ･メンバーズ

加入から保険請求までの流れ
加入方法

レースに参加s▼ss▼ ▼

sss▼ ▼ ▼

まずはライディングスポーツ・メンバーズ申込用

カードが手元に届いたら、 イベントやレースに参

紙を入手してください。 申込用紙は、RSMを適用

加する際は、 いつも携帯してください。RSM適用

するレース主催者、 もしくはライディングスポー

イベントは複数ありますので、複数の主催者に対

して自分がRSMメンバーであることを証明する

➡

唯一のものとなります。

d

医療機関にかかると共に、 すぐにレース主催者

にケガ
（事故）の報告を行なってください。主催者

によってはケガをした当日のみ受け付けるという
場合もあるので気をつけてください。

➡

ツホームページなどでダウンロード可能。

ケガをしたらs▼ss▼ ▼

d

申込用紙に必要事項を記入し、 顔写真
（30mm×

レース申し込みの際にカードに書かれた会員番号

主催者が事故報告書を作ります。事故報告書には

てください。 料金は、 高校生以上が3150円、 中

くさないように気をつけてください。もしカードを

事故の詳細な状況、ケガの部位、ケガの種類、医

などが必要となるレースもあります。 カードはな

24mm・ 運転免許証サイズ）
2枚と料金を用意し

紛失した場合はRSM事務局までご連絡ください。

学生以下は2100円です。 未成年者は親権者ま

たは保護者の承諾が必要です。20歳以上の方は

➡

Check!

写真を添付した記入済み、捺印済みの申込用紙と

大まかな流れ

料金をRSMを適用するレース主催者に渡してく

ださい。RSMの加入は現在、 主催者からのみ受け

h

主催者からRSM事務局へ申込書が届き次第、 保

険の加入作業を行ないます。加入が済みましたら、

h

メンバーズカードを発行します。カードには、メン

主催者へケガの報告
ケガをした場合は主催者へ報告

バーの名前、生年月日、会員番号、加入した日に

ちと、顔写真が入ります。カードは原則、主催者に

h

まとめて送られます。

スポ安協会から保険金請求書を受け取る

傷害保険金請求書 １ ３ ５ ６ に記入 ( ２ ４ は RSM 事務局が記入します）

h

ラ イ デ ィ ン グ ス ポ ー ツ メ ン バ ー ズ 会 員 証

保険請求書と必要書類をRSM事務局へ送付

RSM-0001
スズキ

保険金請求書と必要書類を RSM 事務局へ送付

タロウ

太郎

生年月日：平成 00 年 00 月00 日
登録日：平成 00 年 00 月 00 日
有効期限：201 4 年 3 月 31 日
登録団体：2 輪 モータースポーツ育成協会

この会員証は当該年のスポーツ安全保険証を兼ねています

RSM会員には、このよ
うな会員証が送られま
す。顔写真はこの会員
証に使います

( 予定 )

RSM 適用イベント一覧
RSM適用イベント一覧

h

保険金給付
保険金給付

ーツ安全協会より直接送付されます。
会より直接送付されます。

d

ケガの程度によっては診断書または領収証が必
要となります。

d

保険金請求書にある
『団体代表者証明印』
と
『加入

内容』の欄は、RSM事務局で記入します。 それら

を除いた箇所を記入し、 保険金請求に必要なす

べての書類を、 スポーツ安全協会から送られる

送付用封筒に入れ、それごと別の封筒に入れて、

RSM事務局まで送ってください。
事務局で団体
RSM 事務局まで送ってください。事務局で団
体代表者欄と加入区分を記入し、スポーツ安
代表者欄と加入内容を記入し、
スポーツ安全協

全協会へ送付します。
会へ送付します。

➡

鈴木

を行います。ケガをした申請者に保険金請求
います。
ケガをした申請者に保険金の請求に必要
に必要な書類一式（保険金請求書）が、スポ
な書類一式
（保険金請求書）が、スポーツ安全協

➡

主催者からカードを受け取る

RSM 事務局からスポーツ安全協会へ事故報告
事務局がスポーツ安全協会へ事故の報告を行な

➡

➡

主催者にRSM加入を申し込む

d

2 0 1 3

催者から RSM 事務局に送られます。
催者から事務局に送られます。

d

d

付けています。

療機関名などが記入されます。事故報告書は、主

➡

認め印でけっこうです。

名前、会員番号、連絡先に加え、事故の日時、場所、

d

スポーツ安全から保険金が支払われます。給付さ
れるとお知らせのハガキが届きます。

RSM の利点の一つに、適用レース、イベントが多くあることが挙げられます。年に一度 RSM に加入するだけ
で、以下の行事に新たな保険料を支払うことなく参加できます。詳細は､各主催者までお問い合わせください。
(予定)
◆エンデュランス 3000 in 筑波 プライベートレーシング 6 時間耐久レース
◆十勝オープンロードレース（十勝スピードウェイ）
主催：プライベートレーシング Tel.048-461-0425
主催：十勝スピードウェイクラブ Tel.0155-52-3910
RSMの利点の一つに、適用イベント・レースが多くあることが挙げられます。年に一度RSMに加入するだけで、以下のイベント・レースでは新たな保険料を支払うことなく
◆白糸 TT93 ミニバイクレース（白糸スピードランド）
◆仙台ハイランドミニバイク耐久シリーズ（仙台ハイランド）
参加することができます。使用できるイベント・レースの詳細は、各主催者までお問い合わせください。
主催：PIT IN ZIN Tel.0545-63-7077
主催：仙台ハイランドレースウェイ Tel.022-395-2120
◆おわら耐久ロードレース（おわらサーキット）
◆SUGO ロードレースシリーズ オープンミニトロフィー（スポーツランド SUGO）
s仙台ハイランドミニバイク耐久シリーズ
s明智スプリントシリーズ、明智100耐久シリーズ
（仙台ハイランド）
（明智ヒルトップサーキット）
主催：飛越モータースポーツ協議会 http://www.neo-gn.com/suzuka/hietsu̲ms/
主催：スポーツランド SUGO Tel.0224-83-3127
主催：仙台ハイランドレースウェイ
Tel.022-395-2120
主催：明智ヒルトップサーキット Tel.0573-54-3932
◆美浜シリーズ（美浜サーキット）
◆SUGO
MINI+MOTO チャレンジシリーズ（スポーツランド
SUGO 西コース）
主催：美浜サーキット・クニモト
Tel.0569-87-3003
主催：スポーツランド SUGO Tel.0224-83-3127
sBATTLAX青木ノブアツ杯ハルナミニバイクレース
s美浜シリーズ
（ハルナ）
（美浜サーキット）
◆明智スプリントシリーズ、明智 100 耐久シリーズ（明智ヒルトップサーキット）
◆LP- マスターズシリーズ（エビスサーキット 東コース）
主催：ハルナモータースポーツランド Tel.0279-54-8199
主催：美浜サーキット・クニモト Tel.0569-87-3003
主催：明智ヒルトップサーキット Tel.0573-54-3932
主催：エビスサーキット Tel.0243-24-2972
s関東ロー
s鈴鹿ツイン
ドミニ選手権、
SS killers！2013
（桶川スポーツランド）
トロフィーレース、 鈴鹿ツインミニバイク耐久レース
（鈴鹿ツインサ
◆鈴鹿ツイントロフィーレース、鈴鹿ツインミニバイク耐久レース（鈴鹿ツイン
◆タイヤナビ
ジムカーナ大会（福島県下、宮城県下で調整中）
サーキット）
主催：東北二輪ジムカーナクラブ
Tel.090-8783-8209
主催：桶川スポーツランド
Tel.090-3234-8888
ーキッ
ト）
主催：レイステック Tel.082-285-1582
◆2&4 SPN シリーズ 2014（スピードパーク新潟）
主催：レイステック Tel.082-285-1582
sS-1 GP
（京葉スピードランド）
◆北陸バイクフェスティバル（おわらサーキット）
主催：スピードパーク新潟 Tel.0254-45-2900
主催：Moto-Quest
Tel.03-5619-7135
sデイズオブナンバーリターンズ
（岡山国際サーキット）
主催：アールセオリー Tel.0766-28-0819
◆SNB250+ アンリミテッドクラス & aoki lesson（日本海間瀬サーキット）
◆J-TRIP
Cup スプリント／耐久（岡山国際サーキット）
主催：日本海間瀬サーキット
http://www.mazecircuit.com/
Tel 0256-85-2201
主催：岡山国際サーキット
Tel.0868-74-3311
sLet's
レン耐
（筑波、桶川、明智、生駒、
秋ヶ瀬、ハルナ、茂原、近スポ、
最上川）
主催：サイドポンツーン Tel.079-235-3790
◆BATTLAX 青木ノブアツ杯ハルナミニバイクレース、ハルナ水曜レース（ハルナ）
主催：takuma-gp事務局 Tel.050-3616-5386
s中国シリーズ、
Pigsoup TSタカタ ミニバイク3H耐久レース、CBR250Rカッ
◆デイズオブナンバーリターンズ（岡山国際サーキット）
主催：ハルナモータースポーツランド Tel.0279-54-8199
sCCF
74Daijiro
（中央サーキット藤野）
プレース
（TSタカタサーキット、ナチュラサーキッ
ト）
主催：岡山国際サーキット
Tel.0868-74-3311
◆もてぎショートコース選手権（ツインリンクもてぎ
北ショートコース）
◆中国シリーズ、Pigsoup
TS タカタ ミニバイク 3H 耐久レース、CBR250R カップ
主催：ツインリンクもてぎ
Tel.0285-64-0200
主催：
中央サーキット藤野 Tel.042-687-5345
主催：レイステック Tel.082-285-1582
レース（TS タカタサーキット、ナチュラサーキット）
◆関東ロードミニ選手権、SS killers ！ 2013（桶川スポーツランド）
s白糸TT93
sタマダカップ
（白糸スピードランド）
（スポーツラン
ドタマダ）
主催：レイステック
Tel.082-285-1582
主催：桶川スポーツランド Tel.090-3234-8888
主催：PIT
IN
ZIN
Tel.0545-63-7077
主催：
タマダカップ事務局 Tel.082-818-7198
◆タマダカップ（スポーツランドタマダ）
◆S-1 GP（京葉スピードランド）
主催：タマダカップ事務局
Tel.082-818-7198
主催：Moto-Quest
Tel.03-5619-7135
sINA
sナチュラバイクシリーズ
Smile Race
（伊那サーキッ
ト）
（ナチュラサーキッ
ト）
◆ナチュラバイクシリーズ（ナチュラサーキット）
◆Let's レン耐（筑波、桶川、明智、生駒、秋ヶ瀬、ハルナ、茂原、近スポ、最上川）
主催：アットエントリー Tel.0265-96-0036
主催：ナチュラサーキット Tel.0838-56-0100
主催：ナチュラサーキット Tel.0838-56-0100
主催：takuma-gp 事務局 Tel.050-3728-2573
sおわら耐久ロー
sバ◆バトラックス
ドレース
（おわらサーキット）
トラックス・KKWバイクレースシリーズ2013
（北九州カートウェイ）
-KKW/ バイクレースシリーズ（北九州カートウェイ）
◆takuma-gp CUP（筑波、間瀬、桶川、秋ヶ瀬、茂原）
主催：北九州カートウェイ
Tel.093-741-2005
主催：takuma-gp 事務局 Tel.050-3728-2573
主催：飛越モータースポーツ協議会
http://www.neo-gn.com/suzuka/hietsu̲ms/
主催：北九州カートウェイ
Tel.093-741-2005
◆エー・ワン GP（エー・ワン サーキット）
◆CCF 74Daijiro（中央サーキット藤野）
主催：アール・エス・シー Tel.096-293-3505
主催：中央サーキット藤野 Tel.042-687-5345
◆千葉北 kids 選手権（千葉北ボケバイコース）
主催：千葉北ポケバイコース Tel. 043-259-6703

