
 
２０１１九州ロードレース選手権シリーズ 

大会特別規則書 
 

公示 
「２０１１九州ロードレース選手権シリーズ」は財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会公認のもとに、ＦＩＭ国際モ

ータースポーツ憲章に基づいた２０１１年ＭＦＪ国内競技規則書及び各主催の共通規定公式通知並びに本特別規則

に基づいて開催される。全ての競技参加者はこれらの規則に精通しこれを遵守する事とともに、主催者及び競技役員

の指示に従うものとする。 

 この選手権シリーズは、ＨＳＲ九州、オートポリスで開催される当該クラスの２０１１九州ロードレース選手権シリーズ

のチャンピオンを決定するものである。 

 

 

第１条 競技会名称・格式 

   名 称：２０１１九州ロードレース選手権シリーズ 

   格 式:ＭＦＪ公認 国内格式 

    

第２条 開催日・会場・参加申込期間(消印有効とする) 

 

シリーズ 開催日 開催クラス 会場 申込期間 

第 1 戦 ３月２７日 ST600・J-GP3（各Ｉ・Ｎｸﾗｽ）・ＳＴ２５０Ｆ ＨＳＲ ２月２７日～３月１３日 

第 2 戦 ４月１７日 JSB・ST600・J-GP3（各Ｉ・Ｎｸﾗｽ）・ＳＴ２５０Ｆ ＡＰ ３月２０日～４月３日 

第 3 戦 ７月１０日 ST600・J-GP3（各Ｉ・Ｎｸﾗｽ）・ＳＴ２５０Ｆ ＨＳＲ ６月１２日～６月２６日 

第 4 戦 ７月３１日 JSB・ST600・J-GP3（各Ｉ・Ｎｸﾗｽ）・ＳＴ２５０Ｆ AP ７月１日～７月１２日 

第 5 戦 １０月１６日 JSB・ST600・J-GP3（各Ｉ・Ｎｸﾗｽ）・ＳＴ２５０Ｆ AP ９月１８日～１０月２日 

 

※ HSR ・・・ST600 INT、NAT クラスは別レースにて開催。なお、参加台数により混走の場合がある。 

※ AP ・・・各クラスとも、INT・NAT の混走レースとなる。なお、国際・国内合わせた台数が決勝グリッド数を上

回る場合国際、国内クラス別レースとする場合がある。 

※ ST250F クラス・・・混走にて「KST250F」クラス開催。国際並びに非公認車両出走可。参加台数により賞典を    

与える。 

※ ST250F クラス・・・同日開催の ONE&TWO 開催クラスと混走する場合がある。 

※ 参加台数によって混走開催クラスレース・単独開催クラスレースとする場合がある。 

  

第３条 シリーズ組織委員会 

組織委員長 里平  司  オートポリス 

副組織委員長 川端 雄二 ＨＳＲ九州 

組織委員 古田 正人 オートポリス 

組織委員 斉藤 大介 ＨＳＲ九州 

 

＊シリーズ運営協力  ＭＦＪ九州ロードレース委員会 

 

第４条 主催者 

１） 第１，３戦 

ＨＳＲ九州（ﾎﾝﾀﾞｾｰﾌﾃｨ&ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ九州） 

      〒８６９－１２３１ 

      熊本県菊池郡大津町平川１５００ 

ＴＥＬ:０９６－２９３－１３７０ 

２） 第２、４、５戦 

オートポリス倶楽部 

〒８７７－０３１２ 

大分県日田市上津江町上野田１１１２－８ 

ＴＥＬ:０９７３－５５－１１１１ 

 

第５条 大会役員 

公式プログラムに示す。 

 

 

 

 

第６条 開催種目・ライセンス区分 

開催種目 ライセンス区分 

JSB 

ＳＴ６００ 
国際・国内 

J-GP3 国際・国内・ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｼﾞｭﾆｱ 

ST250F 国内・ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｼﾞｭﾆｱ 

KST250F 国際・国内・ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｼﾞｭﾆｱ 

 

第７条 参加申込ならびに参加申込先 

１） 参加料: 

ＪＳＢ，ＳＴ６００，Ｊ-ＧＰ３・・・１６，０００円 

ST250F クラス・・・１２，０００円 

※ 第１戦ＨＳＲ大会は特別エントリー料金とします。 

ＳＴ６００，Ｊ-ＧＰ３・・・・・\１７，５００円（ＭＦＪ基金込み。） 

ＳＴ２５０Ｆ・・・\１３，５００（ＭＦＪ基金込み。） 

２） 第１．３戦 

      〒８６９－１２３１ 

      熊本県菊池郡大津町平川１５００ 

      ＨＳＲ九州（ﾎﾝﾀﾞｾｰﾌﾃｨ&ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ九州）内 大会事務局宛 

ＴＥＬ:０９６－２９３－１３７０ 

３） 第２．４．５戦 

〒８７７－０３１２ 

大分県日田市上津江町上野田１１１２－８ 

（株）オートポリス内 大会事務局宛 

ＴＥＬ:０９７３－５５－１１１１ 

  

第８条 参加資格 
１） ライダー、ピットクルーは２０１１年度ＭＦＪ国内競技規則第３章競技会１３．競技参加者に合致している者。 

２） ライダー１名に対し最大４名。エントリー時最低１名のピットクルーを登録しなければならない。なお、ピット作

業エリアは、ライダー１名に対しピットクルー登録された２名までが作業できる。 
３） いずれの場合も参加確認受付時にライセンスを提示できない場合は、参加を認めない。 

 
第９条 参加車両規定 
     該当クラスの２０１１ＭＦＪ国内技術仕様に合致した車両 

 
第１０条 決勝グリッド数・決勝周回数 

 

 

 

 

 

 

第１１条 参加確認受付 

   ライダー、ピットクルーは公式通知で示された時間内に下記のものを提示の上、参加確認受付を行い出場資格

の確認を受けなければならない。 

① 正式参加受理書 
② ＭＦＪライセンス（ライダー、ピットクルー） 
③ その他に主催者が提出義務をした書類 

 
第１２条 スポーツ走行（練習走行） 

１）各開催サーキットで設定されるコースライセンス規定において、当該サーキット設定のスポーツ走行が行え

る。 
★ＡＰコースライセンス 

① 正ライセンス:新規取得料２１，０００円 

会 場 決勝グリッド数 決勝周回数 

オートポリス ４８ 
１０周 

ST250F・・・７周 

ＨＳＲ ３２ 
１５周 

ST250F・・・１０周 



② 暫定ライセンス:５，０００円 開催日含め１０日前より発給開始。但し、九州圏外者のみ 
★ＨＳＲ九州ライセンス 
① 正ライセンス:新規取得料２２，０００円（MFJ ライセンス取得者対象料金） 
② 暫定ライセンス: ５，０００円 開催日含め１０日前より発給開始。但し、九州圏外者のみ 

２） 参加を受理されたエントラントには公式通知にてスポーツ走行に関する詳細が案内される。 
第１３条 公式車検 

１） 参加車両の公式車両検査は公式通知に示されたタイムスケジュールに従って当該サーキット内の所定の場

所にて実施される。 
２） ライダーは、車両と共に所定の時間内に車両仕様書、ライダー装備品、その他の書類を持参し集合しなけれ

ばならない。 
※車両仕様書を通年使用。変更等があつた場合、再度車両仕様書を記入、参加申し込み時同封。 

３） その他は各主催サーキット大会特別規則及び各サーキット共通規定に定める。 
 
第１４条 トランスポンダー 
   各主催者により自動計測装置の取り付けを義務付けられた場合はこれに従わなくてはならない。 
 
第１５条 使用ガソリン 
   １）参加車両が大会期間中に使用できる燃料は当該サーキット内で販売されている燃料とする。 

※ ＡＰ燃料性状表はＡＰ共通規定第１８条燃料規定．性状表参照 
※ ＨＳＲ 公式通知に示す。 

２） ガソリン購入証明書提出期限は公式車両検査終了までとするが、やむを得ず公式車両検査までに提出でき

ない場合は、車検長に承諾を得ること。 
第１６条 ライダーズブリーフィング 
   各大会の公式通知に示す。 
 
第１７条 スタート前チェック 

 各大会の公式通知に示す。 
 
第１８条 公式予選 

１） タイムトライアル方式 
２） 義務周回数は定めないが、少なくとも１周回のラップタイムが計測されなければならない。 
３） その他は２０１１ＭＦＪロード競技規則、ならびに各サーキット共通規則に準ずる。 

 
第１９条 決勝スタート 

スタート進行は公式通知又はブリーフィングにて示される。 
第２０条 レース終了 
   各レースの終了合図は、チェッカーフラッグの表示により示されトップ車両がゴールした後、次の経過した時点と

する。 
     オートポリス  ５分間 
     ＨＳＲ      ３分間 
第２１条 大会賞典 

１） 各大会の公式通知により示される。 
２） 参加台数少数の場合の賞典は、２０１１ＭＦＪ国内競技規則第３章２４付則.賞典に基づき制限される。 

第２２条 公式得点 
   ２０１１ＭＦＪ国内競技規則第３章２７．公式得点（ポイント）に基づき与えられる。 
第２３条 シリーズランキング 
   下記の通りシリーズランキングを決定する。 

１） 当選手権シリーズで得た全ての得点を合計し、総合得点の多い者から順位を決定する。 
２） 上記１）で同点となった場合、ポイント獲得の有無に関わらず上位順位獲得回数の多い者を上位とする。 

例：同点の者同士で、１位を獲得した回数で比較し、多い者が上位。これでも同位の場合、２位を獲得した回

数で比較する。以下、下位まで同様に比較する。 
３） 上記２）で決定できない場合、最終戦の上位者を上位とする。 
４） 上記３）で決定できない場合、最終戦に最も近い大会において、より上位順位を獲得した者を上位とする。 
５） 上記４）で決定できない場合、前年度のランキング上位の者とする。 
６） 上記５）で決定できない場合、ＭＦＪ、大会シリーズ組織委員会で協議の上決定する。 

第２４条 シリーズ賞典 
１） 各クラス１位～６位に正賞（トロフィ－）を授与する。 

シリーズ表彰基準:開催各クラスはその開催数の６０％以上終了していること。 
２）シリーズ表彰対象者は、シーズン中２回以上参戦していること。 

シリーズﾞ年間平均参加台数 シリーズ表彰対象順位 
１２台以上 上位６位まで 
１０～１１台 上位５位まで 
８～９台 上位４位まで 
６～７台 上位３位まで 
５台 上位２位まで 
４台以下 １位のみ 
 

３） シリーズ年間表彰賞金細目 
   

順位 ＳＴ６００ Ｊ－ＧＰ３ ＪＳＢ 
１ ６０，０００円 ６０，０００円 ６０，０００円 
２ ５０，０００円 ５０，０００円 ５０，０００円 
３ ４０，０００円 ４０，０００円 ４０，０００円 
４ ３０，０００円 ３０，０００円 ３０，０００円 
５ ２０，０００円 ２０，０００円 ２０，０００円 
６ １０，０００円 １０，０００円 １０，０００円 

合計 ２１０，０００円 ２１０，０００円 ２１０，０００円 
賞金総額６３万円（税込） 

４） シリーズ終了後、シリーズ年間表彰式を行い、表彰式にて正賞並びに賞金目録を授与する。 
５） 賞金は国際のみとする。 

 
第２５条 公式通知並びにリザルトの掲示 
  公式通知並びにリザルトの掲示はコントロールタワー１Ｆの掲示板において行う。 
 
第２６条 その他 

その他の競技規則については、２０１１年ＭＦＪ国内競技規則書、各サーキット共通規定に基づく。また本規特別規

則に規定し得なかった競技運営の細部にわたる規則および本特別規則発表後に生じた問題への規則は公式通知

をもって示される。 
 
第２７条 ゼッケン 

１） 前年度国際クラスランキング１位の選手については、翌年の該当クラス参加の際、固定ゼッケンが与えられる。 
 ＪＳＢ１０００   ＳＴ６００   J-GP3 

#1 田中 公司 選手  #１ 太田 達也 選手  #１ 上福元 学 選手 
 

２）ナンバープレートの配色は以下の通りとする。 
○ ＪＳＢクラス・・・・黄色ベースに黒文字 
○ ＳＴクラス・・・・・・白色ベースに黒文字 
○ Ｊ－ＧＰ３クラス・黒色ベースに白文字  

※文字はゴシック体を基準とし、蛍光色の使用は禁止とする。 
 
第２８条 本規則の施行 
     本規則は２０１１年１月１日より施行する。  
 
 

ＳＴ２５０Ｆ特別規則 
 
第１条 ＳＴ２５０Ｆシリーズ規定 

２０１１ＭＦＪ国内競技規則付則１１に合致した車両。 

 

 技術仕様追加項目 

１、ＳＴ１２５クラスとし「１２０ｃｃを超え１４５ｃｃまでの 4 サイクル単気筒」出走可能。(賞典外となります。) 
その他の車両規則は２０１１ＭＦＪ国内競技規則付則１１に順ずる。 

   ２、ＫＳＴ２５０Ｆクラスとし「１４５ｃｃ～２５０ｃｃ・４ストローク・２気筒まで」のＭＦＪ公認車両では無いが、ＳＴ２５０Ｆク



ラス車両規則に合致した車輌の出走を認める。 

   ３、公認時にタコメーターが標準装備されていない車両のみ、タコメーターの取り付けが許可される。 

     ※KST250F ・・・市販時タコメーターが標準装備されていない車両のみ、タコメーターの取り付けが許可され

る。 

 
第２条 ライセンス区分 
   ＳＴ２５０Ｆ・・・・国内・フレッシュマン 

ＫＳＴ２５０Ｆ・・・国内・フレッシュマン・国際 
 
第３条 決勝グリッド数・決勝周回数 

    
 
 
 
 
第４条 大会賞典 

１） 各大会の公式通知により示される。 
２） 加台数少数の場合の賞典は、２０１１ＭＦＪ国内競技規則第３章２４．賞典に基づき制限される。 
３） ＫＳＴ２５０Ｆクラス・・・出走台数５台以上の場合２０１１ＭＦＪ国内競技規則第３章２４．賞典に基づき賞典

を与える。 
 
第５条 公式得点 

   １）２０１１ＭＦＪ国内競技規則第３章２７．公式得点（ポイント）に基づき与えられる。 
   昇格ポイントの対象外となる。 
  ２）ＫＳＴ２５０Ｆクラス・・・シリーズポイント有。昇格ポイント対象外。 

 
 
第６条 シリーズランキング及びシリーズ賞典 

 シリーズ終了後、成績優秀者は、シリーズ年間表彰式にて表彰する。 
対象は以下の通りとする。 

①シリーズ表彰基準:開催各クラスはその開催数の６０％以上終了していること。 
②シリーズ表彰対象者は、シーズン中２回以上参戦していること。 

シリーズ年間平均参加台数 シリーズ表彰対象順位 
１２台以上 上位６位まで 
１０～１１台 上位５位まで 
８～９台 上位４位まで 
６～７台 上位３位まで 
５台 上位２位まで 
４台以下 １位のみ 

 
 
第６条  
   本規則は２０１１年１月１日より施行する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

会 場 決勝グリッド数 決勝周回数 

オートポリス ４８ ７ 

ＨＳＲ ３２ １０ 


