
2018 九州モトクロス選手権シリーズ大会特別規則 

 

◆公  示 本競技会は、一般財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会（以下「MFJ」という）公認のもとに、国際モーターサイクリズム
連盟（以下「FIM」という）の国際憲章、FIM 競技規則に基づいた MFJ 国内競技規則ならびにそれに準拠した本競技会特別規
則に従い開催される。 

 
◆日  程    ※チャイルドクロスポイント管理は九州選手権全 6戦+全日本選手権第 1戦九州大会（4/8）・第 5戦HSR 九州大会（6/10）とします 

大会名称 開催日 大会会場 
主催・申込み・

問合せ 
エントリー期間 

第 1戦 熊本大会 3/18 HSR九州オフロードコース （熊本県菊池郡大津町平川 1500） HSR九州 2/18～3/5 

第 2戦 宮崎大会 5/20 宮崎セーフティーパーク （宮崎県西都市茶臼原） 
MARUSAN 
RACING 

4/22～5/7 

第 3戦 宮崎大会 6/24 宮崎セーフティーパーク （宮崎県西都市茶臼原） 
MARUSAN 
RACING 

5/27～6/11 

第 4戦 熊本大会 7/15 HSR九州オフロードコース （熊本県菊池郡大津町平川 1500） HSR九州 6/17～7/2 

第 5戦 熊本大会 9/23 HSR九州オフロードコース （熊本県菊池郡大津町平川 1500） HSR九州 8/26～9/10 

第 6戦 熊本大会 10/21 HSR九州オフロードコース （熊本県菊池郡大津町平川 1500） HSR九州 9/23～10/8 

・申込み先・・・HSR 九州   〒869-1231 熊本県菊池郡大津町平川 1500 電話 096-293-1370 
   WEB エントリーURL http://www.hsr.jp/motor_sports/offroad_course/event/mfj_kyushu_mx.html 
 

MARUSAN RACING   〒889-1301 宮崎県児湯郡川南町川南 17699-10 丸三モータース内 電話 0983-27-0521 

  WEB エントリーURL  http://www.marusan-web.com/entry.html 
 

◆開催クラス 

開催クラス ※１ 
（ゼッケン色） 

排気量 
ライセンス   

区分 
昇格 

ポイント 
出走料金 ※6 

（内訳） 

参
加
数
に
よ
り
混
走 

IAオープン 
（赤地または黒地に 

白文字） 

2ストローク 
100cc～125cc/175cc～250cc 
4ストローク 
175cc～250cc/290cc～450cc 

IA 無 
・2 ヒート（シングル参加でも同額） 
 第 1戦：¥5,000（本体 4,630 円+消費税 370 円） 
 第 2戦以降：¥3,000（本体 2,778円+消費税 222円） 

IBオープン 
（紺地に白文字） 

IB 

有 

・2 ヒート（シングル参加でも同額） 
¥11,000（本体 10,185 円+消費税 815 円） 

NA オープン 
（黄地に黒文字） 

NA 

NB オープン 
（白地に黒文字） 

NB 

参
加
数
に
よ
り
混
走
 

ジュニアクロス 
（赤地に白文字） 

2ストローク ・・・ 51cc～85cc 
4ストローク ・・・ 85cc～150cc 

J 

・2 ヒート（シングル参加でも同額） 
¥8,000（本体 7,407 円+消費税 593 円） 

レディース 85 オープン 
（白地に黒文字） 

※4 

無 
 

※5 

ジュニア 65 ※2 
（緑地に白文字） 

2ストローク ・・・ 49cc～65cc 
4ストローク ・・・ 49cc～110cc 

J  PC 
エンジョイ 

チャイルドクロス A ※3 
（白地に赤文字） 

国産ノーマル車輌 （50cc） 
A・B 混走 

J 

PC 

・2 ヒート（シングル参加でも同額） 
¥5,000（本体 4,630 円+消費税 370 円） 

 
・全日本選手権併催時のみ 1 ヒート ※7 

¥6,100（本体 5,648 円+消費税 452 円） 

チャイルドクロス B ※3 

（白地に赤文字） 
外国製ノーマル車輌 （50cc） 
A・B 混走 

※明記されていない箇所は 2018MFJ国内競技規則に準ずる。 
 

※1 全クラス 2 ヒート制とする。昇格ポイントは各ヒート毎に付与、賞典は総合結果に基づき付与する 
※2 ジュニア 65において、ジュニアクロス出場に自信のない 85cc車両所持者の出場を認める。 

（但しジュニア 65 で上位 3 位に入賞した場合は次大会よりジュニアクロスでの出場とする。） 
※3 賞典は総合結果に基づき付与する。但し、A・B の各クラスで出走台数が 5 台以上になった場合は賞典を分けて付与する。 
※4 レディース 85オープンクラス出場資格（ライセンス） 

競技ライセンス（種目問わず）、競技役員ライセンス（種目問わず。スポーツ安全保険加入者）、ピットクルーA ライセンス、エンジョイ会員 
※5 昇格ポイント対象外のクラス（IAオープンは除く）は参考ポイント（ポイントスケールは 25P）制とし、年間表彰の対象とする。 
※6 MYLAPS（トランスポンダー）をお持ちでない方は、MYLAPS レンタル料として１大会につき 1,500円が必要となります。 
※7 全日本選手権併催チャイルドクロスは 1 ヒートとなり、出走料金 6,100円 とする。別紙専用エントリー用紙にてお申し込み下さい。 
 

◆競 技 参 加 資 格 本競技会には競技会開催期間中、有効な当該クラスの MFJ会員競技ライセンス所持者のみ参加することができる。 
 

◆出 場 車 両 ・チャイルドクロスを除くすべてのクラスは、MFJ公認車両かつ 2018年 3月末までの大会は 2017MFJ 国内競技規則付則 17 

  「モトクロス基本仕様」、2018年 4月からの大会は 2018MFJ国内競技規則付則 17「モトクロス基本仕様」に合致した車両でな 
  ければならない。 

・IB・NA・NB・ジュニアクロス・ジュニア 65 は、同規則付則 18「国内モトクロスの仕様」に合致した車両でなければならない。た 
 だし、IB クラスは同規則付則 18-1「国際 B級の仕様」が適用される。 
・チャイルドクロスは、MFJ 公認車両かつ同規則付則 18-2「50ccクラスの仕様について」に合致した車両でなければならない。 

 

◆エ ン ト リ ー ・エントリーの締切日は大会 2週間前の翌月曜日（13日前）の消印まで有効とする。 
・出場申込締切日後のエントリーについては一切認められない。 
・出場申込書とエントリー料は現金書留で郵送するか直接、当該大会の主催者に提出すること。 

（郵送の場合、現金書留以外はトラブル防止のため返送または無効とする） 
・出場申込書のライセンス番号未記入は無効とする。 
・全ての大会において 2018 年の指定ゼッケンを使用することとし、2017年の指定ゼッケンは使用不可とする。 

・未成年者で 2018 年ライセンス申請時に競技参加承諾書を提出していない場合は、参加不可とする。 

・併催チャイルドクロスについては、別紙全日本選手権専用のエントリー用紙にて申込むこと。 

・ダブルエントリーはクラス別にそれぞれエントリーすること。 

 

◆ウェアラブルカメラ ヘルメット及び装備品へのウェアラブルカメラの装着は禁止する。 
 
◆ト ラ ン ス ポ ン ダ ー MYLAPS（トランスポンダー）をお持ちの場合は、出場申込書に MYLAPS ナンバーをご記入下さい。未所有の方は MYLAPS

レンタル代（1,500円）が必要となります。 
 
◆主催者の権限 大会に関するクレームは、正式な抗議（国内競技規則第3章【競技会】の「抗議」参照）でない限り受付けない。また、大会運営の進行を

阻害したり、言動等、主催者が不適切であると判断した場合、当該選手（保護者の場合は保護下にある選手）に対し、その年度内の大
会出場を拒否する場合がある。 

 
◆制 裁 措 置 オフィシャルの業務を故意に阻害した場合、当該選手及び関係者対し、九州選手権シリーズ及び全日本選手権シリーズ九州大会への

関与（ウェイティングエリア・スターティングエリア・ピットエリア・サインエリア、その他コース内への立ち入りを禁じる）を拒否する制裁措
置を発令する場合がある。 

 
◆飲 酒 に つ い て ・大会当日は安全性を最優先するため、レース関係者（ライダー・保護者・見学者）の飲酒は一切禁止とする。 

・大会中にレース関係者の飲酒が発覚した場合、サインエリア・コース内等への立ち入りを一切禁止とする。 
 
◆賞   典 ・出走台数が 12台以上の場合、1 位～3位までの入賞者に正賞と副賞を、4 位～6位までの入賞者に副賞を授与する。 

・出走台数が 11台以下の場合、1 位～3位までの入賞者に正賞と副賞を授与する。 
・ＩＡクラスは正賞及び副賞は無しとする。 

 
◆昇   格 ・J  から NBへの昇格・・・〔申請昇格基準〕ランキング上位 5 名 

・NBからNAへの昇格・・・〔自動昇格基準〕ランキング上位 5名 
・NAから IB への昇格・・・〔自動昇格基準〕ランキング上位 3名 
・IB から IA への昇格・・・〔申請昇格〕地方選手権ランキング 1位且つ、当該年度の全日本選手権シリーズ IBOPENクラスで  
      ポイントを獲得した者 
※同点者のある場合は設定した昇格人数を超えることができる 
※シリーズ開催数（6大会）の 50％以上（3大会）成立のクラスのみ、昇格対象とする。 

 
◆ボ ー ナ ス ポ イ ン ト 2018九州選手権シリーズ第 6戦熊本大会（HSR九州）をボーナスポイント対象大会とする。（各ヒート通常ポイントプラス 5点） 
 
◆ゼ ッ ケ ン ※全クラス、ゼッケン番号は 1～99 までとする。（3桁以上は使用できない） 
  ※初回エントリー時に使用した番号が、年間指定ゼッケンとなり途中変更はできない。 

・2017九州選手権シリーズランキングに基づき、2018 九州選手権シリーズ年間指定ゼッケンを割り当てる。（IA クラスを除く） 
 但し、2018全日本選手権シリーズ IB、レディース、IAクラスで年間指定ゼッケンがある場合、当該番号を 2018九州選手権シリーズ 
  の年間指定ゼッケンとする。  
・2018九州選手権シリーズでエントリー実績が無く、年間指定ゼッケンの変更を希望する場合は、シーズン途中でも申請により 
 変更できるが、他の九州選手権シリーズ出場者と重複した場合、当該 No.には変更できない。 
・年間指定ゼッケンの変更申請方法は、別紙「指定ゼッケン申請書」に記載した規定に基づく。 
・2017九州選手権シリーズポイント未獲得者、新規エントリーライダーは各大会主催者にて指定ゼッケンを割り当てる。  
 

 
◆ゼ ッ ケ ン 書 体 ・数字は英国式に限定される。                         （書体例） 

・トランスポンダーを使用しないコースもあることから、 
ゼッケン書体は書体例に従って判りやすいものにすること。 

・視認性の悪いゼッケンについては、車検を通過できない場合がある。 
 
◆注 意 事 項 ・タイヤ及び粗大ゴミ、廃オイル等は各自で持ち帰ること。 

・出場申込締切日以降のエントリーについては、主催者の判断により受理される場合がある。 
（但し、ペナルティー料として 5,000円が加算される） 

・ライダーズミーティング（ブリーフィング）には必ず参加すること。各大会で出欠を取ります。 
・パドック内では整理整頓を心がけ､ゴミなど各自責任を持って持ち帰ること。 
・ガソリン等の引火しやすい物も多く使われるので、特にパドック内での喫煙は各自で十分に注意を払うこと。 
・施設のアスファルト路面に杭を打ったり穴を開けたり、オイルをこぼすことは絶対に止めること。 

 
◆暫 定 年 間 ランキング表 彰 ・開催各クラスにおいて、MFJ公認基準及びシリーズ大会特別規則に基づくシリーズポイントが与えられ、暫定年間ランキングを決定し 
  表彰する。（IAクラスを除く） 

・表彰対象者は、当該クラスのランキング総数が 12名以上の場合上位6名、11名以下の場合上位3名とする。 
（ランキングで同ポイント・同順位となった場合は対象人数を超えて表彰する） 

・暫定表彰式は 2018九州選手権シリーズ第 6戦（最終戦）にて開催予定。 
 

※本年より九州選手権において“メディカルパスポート”を導入しております。別紙案内を熟読頂き、【MFJメディカルパスポート2017】に必要事項をご記入の上、 

ライダーご本⼈またはチームでの保管・管理をお願い致します。 ダウンロードURL http://www.mfj.or.jp/user/contents/shinseisyo/shinseisyo-alljapan.html 

 


