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2018年度 ＭＦＪ中国モトクロス選手権シリーズ大会
公式ルールガイド
ＭＦＪ中国モトクロス委員会
一般財団法人 日本モーターサイクルスポーツ協会

ＭＦＪ公認２０１８年度 中国モトクロス選手権シリーズ大会
特別競技規則
【01．公示】
本大会は、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スト連盟（ＦＩＭ）の国際スポー
ツ憲章、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。

【02．大会組織】
大会運営、実行組織はプログラムまたは公式通知に示される。

【03．大会タイムスケジュール（概要）】
7:30～8:30
8:00～8:45
8:30～9:30
9:40～9:55
10:00～

選手受付
公式車検
公式練習
開会式並びにブリーフィング ☆必ず出席してね！
レース開始！！ （公式予選）
その他タイムスケジュールの詳細は公式通知に示される。

4)オープンクラスについて、出場出来る車両は安全面などを考慮し
２ｓｔ １００～２５０ｃｃ ４ｓｔ １７５ｃｃ～４５０ｃｃ までとする。

【07．ライダーの装備】
1)ヘルメットはMFJがモトクロス用として公認したものでなけらばならない。
1)-1 MFJ公認ヘルメットには、MFJ公認マークが貼付されている。
古い物、損傷（ひび割れ）があるものはご使用ならないでください。
2)ゴーグル、適切な素材製のグローブと、膝下までを保護する皮革または皮
革と同等の強度を持った樹脂等で形成されたブーツの着用が義務付けら
れる。
3)バックプロテクター・チェストガード（ブレストガード）に―ブレス等のプロテク
ター類を装着する事が強く推奨される。
4)肩、ヒジ、腰部、膝・保護部位は、ウェアに皮革同等のパッドが装備されてい
るか発泡ウレタン等で覆う事が強く推奨される。ｳｪｱにパッドがない場合は別
体式のプロテクターを装備する事が強く推奨される。

【08．出場申込方法】
【04．開催種目並びに競技内容】
2st８５㏄・4st１５０㏄まで （１０分＋１周）
（１０分＋１周）
（１０分＋１周）※別項参照
★レジェンドクロス
ミニクラス以上
●チャイルドクロス
５０㏄
（５分＋1周） ２ヒート制
●ジュニア65
６５㏄
（１０分＋１周）２ヒート制
2st８５㏄・4st１５０㏄まで （１０分＋１周）２ヒート制
●ジュニアクロス
2st８５㏄・4st１５０㏄まで （１０分＋１周）２ヒート制
●レディ-ス
●国内Ｂ級
ＮＢオープン
（１０分＋１周）２ヒート制
●国内Ａ級
ＮＡオープン
（１５分＋１周）２ヒート制
●国際Ｂ級
ＩＢオープン
（２０分＋１周）２ヒート制
●国際Ａ級
オープン【賞金】 ※【11．賞およびポイント】参照！！
◇ミニクラスとは、2ｓｔ85cc・4ｓｔ150ｃｃまでの車両
※全クラス参加申込時で１台の場合は、不成立となります。
☆参加５台以下のクラスは、他のクラスと混走の場合がある。
●承認チャレンジ85

●承認チャレンジオープン ミニクラス以上

【05．参加資格】
1)2018年度ＭＦＪ当該部門のライセンスを所有していなければならない。
※今ｼｰｽﾞﾝからの参加で第１戦山口、第２戦岡山へ参加の方は、2017年度ﾗｲｾﾝｽ
を取得していなければならない。ＭＦＪにてWEB限定パッケージ申請がお得です。
・2017年度有効+2018年度（2019年3月31日まで）ﾗｲｾﾝｽの割引ﾊﾟｯｸ料金です。
2)チャイルドクロス 当日親権者又は保護者の方が付き添って来られるもの。
PC・ｼﾞｭﾆｱﾗｲｾﾝｽ所有者、男子小学4年/女子小学5年生まで（全日本併催除く）
3)チャレンジ８５/チャレンジオープン（承認）
年齢不問、ジュニアﾗｲｾﾝｽ可。ＭＦＪエンジョイライセンス以上所有者（他の競
技者ﾗｲｾﾝｽ、ピットクルーでＯＫ！）競技役員ライセンスでも別途【スポーツ安
全保険】に加入者は、出場可能です。ﾁｬﾚﾝｼﾞopは、MX国内B級までのライセ
ンス所有者。中国ﾓﾄﾗﾝﾄﾞ連絡会スポーツ安全保険加入者。他、主催者が用意
する保険加入者、必須です。
4）レジェンドクロス： （承認） MFJMX最終取得ライセンスが国際A/B級で欠格期
間５年以上。年齢制限なし、MFJエンジョイﾗｲｾﾝｽ所有者（他の競技者ライセ
ンス、ピットクルーでＯＫ！）競技役員ライセセンスでも 別途【スポーツ安全保険
】に加入者は、出場可能です。中国モトランド連絡会ｽﾎﾟｰﾂ安全保険加入者。
他、主催者が用意する保険加入者、必須です。
5) ２０才未満のライダーは参加申込書の承諾書欄の親権者又は保護者の署名捺
印が必ず必要です。

【06．出場車両】
1)レース出場車両はＭＦＪ国内競技規則・第３章[17・出場車両]並びに付則
１７・１８を厳守しなければならない。
2)測定方法は、ＦＩＭ方式全車２メートルMAX方式といたします。
最大音量は１１２ｄB/A以下とする。音量計による許容誤差：+２．０dB/A
☆２０１０年式以前の車両は、固定回転方式も可能とする。
3)チャイルドクロスは、無改造市販車の状態で、消耗部品ならびに外装品に
ついては、社外品に交換してもよい、ただし、変更部品は、当該車両の純正
部品と同等材質のものに限る。 国内競技規則書：付則18-2、P279,50cc
クラスの使用について、参照！
ナンバーに定められたものを前面及び両側面に取り付けなければならない。

1) 受付期間： 大会開催日３週間前～１０日前まで（消印有効）
2) 申込時に必要な物⇒参加申込書・参加料
3) 申込方法：現金書留の場合
所定の申込書に必要事項を全て記入の上、参加料を添えて提出するか現金
書留にて郵送してください。
R3/R6Webｴﾝﾄﾘｰ可: http://sera-korakuen.com/ お申込み後振込

銀行振込の場合
・所定の申込書に必要事項を全て記入の上、参加申込書を郵送。参加料振込
※ＦＡＸのみでは受理を行いません。御注意下さい。
☆参加料は、銀行振込にて振込完了日を参加申込書にご記入の上お申し
込み下さい。
4）申込場所は、４ページのモトクロスカレンダー参照！
5) 電話による申し込みは一切受け付けません。

【09．エントリー料】
（承認）チャレンジ
85ｃｃ
￥4,000（承認）チャレンジ オープン
￥6,000レディス
85ｃｃ
￥7,000レジェンドクロス
￥7,000チャイルドクロス
50ｃｃ
￥6,000ジュニアクロス・ジュニア65
65ｃｃ・85ｃｃ
￥8,000国内Ａ・Ｂ級 /国際Ｂ級
オープン
￥12,000国際Ａ級
オープン
￥0☆事前に主催者まで、出場の意思をお伝えください。
☆どのクラスであってもダブルエントリーの場合は、￥1,000-減算してく
ださい。(例）ＣＸ+J65 ￥6,000+￥8,000-￥1,000＝￥13,000-

【10．参加受理】
1) 必要事項が全て記入された申込書及び必要金額が確認されれば参加
受理書が発送される。
2) 一旦受理された出場料はいかなる理由があっても返却はいたしません。
但し大会が中止、取りやめ、又は時間以上延期される場合は返還される。

【11．ゼッケンナンバー・レースナンバープレート】
1) 各部門別に割り当てられ、参加受理書に記入されます。
2) 国内Ａ・Ｂ級年間指定ゼッケンが№１～９まで前年の成績で与えられる。
（別表１参照）
3) 国内Ｂ級から国内Ａ級への昇格者上位５名については、ルーキーゼッケ
ンとして№０１～０５番を与えられる。（別表１参照）
4) 指定ゼッケンを与えられていない選手で希望するゼッケンが欲しい場合は、
事務局へ参加クラス・希望するゼッケンナンバーを何らかの方法にて連絡
し、先着順にて与えられる。※別項の希望ゼッケン申込について、参照！
5) 本年度第１戦（山口大会）受付開始以降、先着順で空いていれば使用出来
る。2)3)対象者も含む。
6) 第１戦及び、それ以降に与えられたゼッケン№は、今シーズン通して使用
いたします。
7) レースナンバープレートはＭＦＪ国内競技規則P265・付則17．3-15ゼッケン
規定違反車両については、失格とします。

不適当と認められた場合は、改良をお願いする事があります。
8）指定されたゼッケン№は、車両以外で、ジャージ背中、プロテクター背中に
割り当てられたゼッケン番号の記入を必ずして下さい。
☆必ずしもプリント等でなくてもよい

【15 ．再車両検査】
ﾚｰｽ終了後、疑わしい車両については、再車検を行います。（音量検査も含む）

【16 ．ライダー変更・車両変更】

【背中にゼッケンナンバーを入れてね】

1） ライダー変更は認められない。
2)出場登録した車両の変更は許されない。ただし、破損などやむ得ず出場登
録済みの車両を変更する必要が生じた場合は、既定の書式に従って車両
の変更申請を行い、競技監督がこれを認めた場合に変更が許される。

【17 ．スタート】
プロテクター 後

ジャージ 後

9）ゼッケンナンバーが決定したら、ＭＦＪ中国ホームページにて発表され、以降
追加があれば更新し公示される。
10）プロテクター背面にカッティングシート等で表記されても十分です。

【12．賞およびポイント】
1) 公式通知により当日公示される
2) ポイント シリーズランキング表彰の対象となります。
(承認)ﾁｬﾚﾝｼﾞ85㏄・ﾁｬﾚﾝｼﾞｵｰﾌﾟﾝ・レジェンドは、昇格ﾎﾟｲﾝﾄ対象となりません。
出走台数に関係なく２０位までの完走者に下記表にてポイント加算される。
全てのクラスに下記表にて加算
各ヒート毎に与えられる。

順位
ﾎﾟｲﾝﾄ
順位
ﾎﾟｲﾝﾄ
順位
ﾎﾟｲﾝﾄ

1位
25
9位
12
17位
4

2位
22
10位
11
18位
3

3位
20
11位
10
19位
2

4位
18
12位
9
20位
1

5位
16
13位
8

6位
15
14位
7

7位
14
15位
6

8位
13
16位
5

★ボーナス加算大会には、全て５点加算（9月23日開催島根大会）各ヒート毎
※完走者とは、優勝者の７５％（小数点以下切り捨て）以上の周回数を完了
した者。
3）大会当日の表彰は、２ヒート制の場合は、各クラスとも総合成績結果に基づいて
行われる。
4）レジェンドクロスの章典 優勝者には、賞金、他スタートラインに並んだ選手にス
ターティングマネーとして抽選にて配布

原則としてエンジンランニングスタート（エンジンをかけた状態で、係員の合図
【日章旗を振る】でスタートとする。
・スターティングマシンを使用する場合があります。（この場合はブリーフィング
で方法の説明があります）
・出走台数は、主催者の判断する安全な台数。多数の場合は予選を行う。
☆安全上の理由によりスターティングマシンを使用せず、安全を確保したコー
ス幅で行われる。
※スタート台数は主催者が決定できる。
※チャイルドクロスのスタート方式について
☆スタート方法
1.エンジンをかけた状態でラインに整列（前輪をスタートライン内側）する。
2.右手をヘルメットにつけスタート合図を待つ。
3.日章旗を地面から上に振り上げ、スタート合図とする。

【18.コースアウト・ショートカット】
1)止むを得ずコースを外れ、コースに戻る場合、安全確認を行い外れた地点
から復帰しなければならない。ただし、外れた地点からの復帰が困難な場合
は、直近の安全な地点で、時間・順位が有利とならないように復帰する事が
認められる。ｼﾞｬﾝﾌﾟの着地点、後方の選手が確認出来ない位置からは禁止！
2)ショートカット、禁止する。一旦コース外へ出て復帰する際に距離・時間・
順位のいずれの観点でも有利となる状態を指す。
※ｼｮｰﾄｶｯﾄした場合は、状況により罰則が与えれられる。付則15-26参照

【19.抗議】
モトクロス競技規則および国内競技規則第4章36抗議・並びに付則15㉛参照
・暫定結果発表後２０分以内に当該ﾗｲﾀﾞｰ及び代表者だけが行う事ができる。

【総合結果とは】

【20.ｲｴﾛｰﾌﾗｯｸﾞ提示区間】

・第１ヒートと第２ヒートの成績に応じて、上記のポイント表の得点をそれぞれ与え、
合計点の多い順に成績といたします。
・合計点が同点の場合、第２ヒートの成績上位を優先といたします。
4）国際Ｂ級クラスは、賞金システム （単位＝円）
☆全クラスとも上記の通りとする。
3台
4台
5台 6-7台 8-9台 10-11台 12台以上
出走台数 2台
10,000 15,000 15,000 15,000 18,000 18,000 18,000 25,000
優勝
8,000 10,000 10,000 10,000 14,000 18,000
２位
8,000 8,000 10,000 15,000
３位
6,000 8,000 10,000
４位
8,000 8,000
５位
5,000
６位
5)国際Ａ級クラス賞金について
・各主催者にて決定いたします。
・各主催者が御協賛各位様よりの御協力を得て配布される。
・各大会｢国際Ａ級クラスレース｣企画書参照

黄旗提示区間は、大幅に減速し安全を確認しなければならない。
静止提示→振動提示→事故現場までを提示区間とする。
この区間は、追い越し禁止、ジャンプ区間では飛び越さずに安全確認を行な
わければならない。追い越し、飛びきった場合は罰則が与えられる。

【21.本規則の解釈】
本規則及び競技に関する疑問は、大会事務局あて質疑申し立てが出来る。
なお、この回答は大会審査委員会を最終的なものとする。

【22 ．ケガをしたら】
各競技会で、参加を受理された大会において当日、競技会が終了するまでの
間で負傷、ケガをされた場合、必ず大会本部へ申し出下さい。
報告がない場合、見舞金のお支払いが出来ない場合があります。
※規定に応じた見舞金の支払いがあります。
・手続き方法は、各主催者にケガの報告の際、お問い合わせください。
☆大会終了後の翌日以降の報告も認められませんので、注意して下さい。

【13．当日選手受付】

【23 ．ライダーの健康に関するガイドライン】 抜粋

1） 定められた時間に、必ずライダー本人が出頭し、ＭＦＪライセンス、健康保険証
（コピー可）を参加受理書と共に提出し、当日の資格を判定してもらって下さい。
2） あらかじめ正式申し込みをしていないものの取り扱いはいたしません。

1）疾病及び傷害からの競技復帰について⇒担当医師に競技復帰について確
認をとる事。医師の診断書の持参を要求する場合がある。
2)脳震盪⇒一時的にでも記憶がない、気分がすぐれない等の症状がある場合
は、その日の競技続行は出来ません。医療機関で受診して下さい。
3）熱中症⇒適切に予防を行っていれば防げるものです。しかし、それでも体調
が思わしくない場合は、競技の続行は行わないで下さい。
4）メディカルパスポート⇒ライダーおよびチームは参加ライダーの健康状態
を把握するためメディカルパスポートを大会会場に携帯しなければならない。

【14 ．車両検査】
1） 公式通知に示されるタイムスケジュールに従って、パドック内の車両検査場にお
いて行われる。
2） 規定時間外の車両検査は、競技監督か不可抗力な事情によるものとして認め
た場合以外は行わない。
3） 規定外の部品の取り付け、加工を行っている場合は取り外しか交換をしていた
だきます。
※特にサイレンサーには注意して下さい。
各自の車両年式によって音量検査方法、並びに最大音量の規定値が異なります。
いるものは受付をいたしません。

【24 ．その他】
1） 出場申込は、お早めにお願いいたします。
2） 出場申込書にライセンスナンバーの記入のない者、申請中と記入されて
中国選手権ランキングの順位づけは次の方法により決定される。

3） ウェアラブルカメラ（ﾍﾙﾒｯﾄやゴーグルに装着するカメラ）の使用について。
FIM通達により安全性が確認されるまで使用を禁止といたします。
4） なお、本規則書に示されていない事項は、ＭＦＪ国内競技規則書による。

【モトクロスライセンスの昇格】
2018年度のＭＦＪ中国モトクロス選手権シリーズへ参加し、各大会で取得した
成績ポイントをトータルし、各部門での総合ランキング順の上位者は、申請・自
動昇格となる。
ジュニア⇒国内Ｂ級 申請昇格…本大会でランキング４位まで
（当該年度で１６歳になるものは自動的に国内Ｂ級となる）
国内Ｂ級⇒国内Ａ級 自動昇格…本大会で総合ランキング５位まで
国内Ａ級⇒国際Ｂ級 自動昇格…本大会で総合ランキング２位まで
国際Ｂ級⇒国際Ａ級 申請昇格…本大会で総合ランキング１位
のみで下記の条件を満たした者
・全日本選手権へ参加し、年間獲得１０ポイント以上得た者
・中国モトクロス委員会にて審議し認めた者
※ＭＦＪ本部より本人へ書類が届きます。
希望する者は、ＭＦＪ中国事務局へ提出して下さい。
（申請期間：２０１８年１２月３１日消印有効）

【中国選手権ランキング決定基準】
１） 中国選手権ランキング順位決定方法

(1) 中国選手権シリーズ大会で得た得点を合計し、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、上位順位獲得回数の多い者が上位となる。
(3) 上記(2)で決定出来ない場合、最終戦成績結果の上位順位の者を上位と
する。(ヒートレースの場合はヒート毎の順位)
(4) 上記(3)で決定出来ない場合、最終戦に近い大会成績結果の順位を比較
し、上位順位の者を上位とする。(ヒートレースの場合は、ヒート毎の順位)
(5)上記(4)で決定出来ない場合は、前年度のﾗﾝｷﾝｸﾞ上位の者を上位とする。
(6) 上記(5)で決定出来ない場合は、ＭＦＪ中国モトクロス委員会において最終
決定する。

【年間ランキング表彰の御案内】
1)各部門、各ｸﾗｽにて年間ｼﾘｰｽﾞランキング上位者の方は、表彰を行います。
対象人数等につきましては、本年の参加状況を考慮し決定いたします。
2)シリーズランキングにおいて、開催予定数の50％以上が成立しなかった
クラスは、シリーズチャンピオンとして認定されません。
3)国際Ｂ級部門において、 ４０才以上を対象とした『マイスターキッズ』表彰を
行います。
・国際B級部門のIBオープンの総合成績にて上位３位までの方をトロフィーの
みですが表彰いたします。
（特別なお申し込みはございません。中国モトクロス選手権シリーズへ参加い
ただきましたら、自動的にエントリーされます。）

２０１８年ＭＦＪ中国モトクロス選手権シリーズカレンダー
開 催 日 程
開催日
２月２５日（日）

大会名
第１戦 山口大会
主催：MFJ中国山口

３月１８日（日）

第２戦 岡山大会
主催：MFJ中国岡山

４月２９日（日）

第３戦 広島大会

会

場 /管理者連絡先

周東モータースポーツランド
山口県玖珂郡周東町中山
（有）バイクシティ若木

岡山県高梁市有漢町有漢9828-4

６月１７日（日）

世羅グリーンパーク弘楽園

主催：MFJ中国

世羅グリーンパーク弘楽園

第４戦 島根大会

オートランド山陰

ＣＸのみ第５戦
主催：MFJ中国島根

ＣＸのみ第６戦
主催：MFJ中国広島

８月１２日（日）

広島県安芸高田市甲田町上甲立542
テージャス・ランチ

広島県世羅郡世羅町黒淵728

☆ボーナス大会

ＣＸのみ第９戦

☎0847-27-1755

第８戦 島根大会

オートランド山陰

ＣＸのみ第１０戦
主催：MFJ中国島根

ＣＸのみ第１１戦
主催：MFJ中国山口

☎0847-27-1755

ハイスターランド有漢
（有）荒川モーターサービス

☎0865-44-5141

☎0854-43-2467

周東モータースポーツランド

☎0847-44-0036

webｴﾝﾄﾘｰ: http://entory.eigyo.co.jp/berex/

☎0847-44-0036
ＢＥＲＥX (ビィレックス）
〒729-3102 広島県福山市新市町相方2472
☎0847-44-0036

☎084-924-2935

webｴﾝﾄﾘｰ: http://sera-korakuen.com/

☎0847-44-0036

webｴﾝﾄﾘｰ:http://entory.eigyo.co.jp/berex/

ＢＥＲＥX (ビィレックス）
〒729-3102 広島県福山市新市町相方2472
☎0847-44-0036

☎0847-44-0036
ＢＥＲＥX (ビィレックス）
〒729-3102 広島県福山市新市町相方2472

山口県玖珂郡周東町中山
（有）バイクシティ若木

webｴﾝﾄﾘｰ: http://sera-korakuen.com/

ＢＥＲＥX (ビィレックス）
〒729-3102 広島県福山市新市町相方2472

島根県雲南市大東町中湯石
（有）山根建設

☎084-924-2935

ＢＥＲＥX (ビィレックス）
〒729-3102 広島県福山市新市町相方2472

岡山県高梁市有漢町有漢9828-4

主催：MFJ中国岡山

第９戦 山口大会

１０月２１日（日）

世羅グリーンパーク弘楽園

☎0847-44-0036

(有)うず潮レーシング福山
〒721-0966 広島県福山市手城町1丁目1番5号

チャイルドクロスのみ 世羅グリーンパーク弘楽園
全日本ＭＸ併催
広島県世羅郡世羅町黒淵728
主催：MFJ中国

９月２３日（日）

☎0826-45-7070

ＣＸのみ第７戦

ＢＥＲＥX (ビィレックス）
〒729-3102 広島県福山市新市町相方2472

ＢＥＲＥX (ビィレックス）
〒729-3102 広島県福山市新市町相方2472

☎0854-43-2467

世羅グリーンパーク弘楽園

第７戦 岡山大会

９月２日（日）

☎0847-27-1755

第６戦 広島大会

☎0847-44-0036

ＢＥＲＥX (ビィレックス）
〒729-3102 広島県福山市新市町相方2472

テージャス・ランチ

主催：世羅グリーンパーク弘楽園 世羅グリーンパーク弘楽園

８月２６日（日）

☎0847-27-1755

島根県雲南市大東町中湯石
（有）山根建設

出場申込期間

(有)うず潮レーシング福山
〒721-0966 広島県福山市手城町1丁目1番5号

チャイルドクロスのみ 世羅グリーンパーク弘楽園
全日本ＭＸ併催
広島県世羅郡世羅町黒淵728

第５戦 広島大会

７月１５日（日）

☎0865-44-5141

広島県世羅郡世羅町黒淵728

主催：世羅グリーンパーク弘楽園 世羅グリーンパーク弘楽園

５月２７日（日）

☎0827-31-1166

ハイスターランド有漢
（有）荒川モーターサービス

出場申込先
ＢＥＲＥX (ビィレックス）
〒729-3102 広島県福山市新市町相方2472

☎0827-31-1166

☎0847-44-0036

２月 ４日（日）
～
２月１５日（木）
２月２５日（日）
～
３月 ８日（木）
４月 １日（日）
～
４月１９日（木）
４月１７日（火）
～
４月２６日（木）
５月２７日（日）
～
６月 ７日（木）
６月２４日（日）
～
７月 ５日（木）
７月２２日（日）
～
８月 ２日（木）
７月１７日（火）
～
７月２６日（木）
８月１２日（日）
～
８月２３日（木）
９月 ２日（日）
～
９月１３日（木）
９月２３日（日）
～
１０月１１日（木）

☆９月２３日開催島根大会は、ボーナスポイント対象大会です。参加選手で完走者には２０位までﾎﾞｰﾅｽﾎﾟｲﾝﾄ５点加算
☆大会出場申込期間内に参加申込書と参加料を添えてお申込みください。
ＦＡＸ、メール、お電話のみではお受け出来ません。

郵送の場合、消印有効

遅れますと参加出来なくなります。

※各大会とも開催日前週の土曜日到着分までといたします。(参加料ご入金含む）

※チャイルドクロスは、全日本ﾓﾄｸﾛｽ選手権シリーズ併催される当該地区の地方選手権ｼﾘｰｽﾞの１戦として開催される為全１１戦となります。
(5/27・8/26開催の全日本MX併催時の参加申込書、参加申込締切日、参加料は全日本MX規定となります。)
☆チャイルドクロス年間シリーズチャンピオンは、「ＭＦＪ全日本ランキング認定表彰式」にて表彰対象者となります。

[R3・R6]大会出場申込方法
①

Webエントリー

グリーンパーク弘楽園ホームページ専用ページより申込 http://sera-korakuen.com/
申込完了後、メールに記載の銀行口座へ参加代金をお振込ください。
現金書留の方
参加申込書と参加料を同封の上、右記住所まで郵送
②
申込先
参加申込書は郵送、参加料は銀行振込の方
③
参加申込書は、右記住所へ普通郵便にて郵送 参加料は、下記の振込先へ銀行振込
ジャパンネット銀行
本店営業部
普通 1944822 エスエムジエ－イワモトヒサオ
振込先

有限会社うず潮レーシング福山
モトクロス選手権事務局
〒７２１-０９６６
広島県福山市手城町1-1-5
Tel：084-924-2935

Fax：084-931-4096

[R1・R2・R4・R5・R7・R8・R9]大会出場申込方法
☆

所定の参加申込書に全てを記入

※出場承諾書欄に捺印を忘れずに！ ☆未成年者は、親権者の捺印必要
※全日本MX併催チャイルドクロスは、全日本ＣＸ専用申込書使用の事
現金書留の方 参加申込書と参加料を同封の上、右記住所まで郵送
ＢＥＲＥＸ ビィレックス
申込先
参加申込書は郵送、参加料は銀行振込の方
〒７２９－３１０２
参加申込書は、右記住所へ普通郵便にて郵送 参加料は、下記の振込先へ銀行振込
広島県福山市新市町相方２４７２
Tel：0847-44-0036
Fax：0847-44-0562
ＰＤＦ形式にてメール、参加料は銀行振込の方
参加申込書をご記入頂き、ＰＤＦ形式にスキャンして頂き下記メールアドレスへ添付しメール送信。参加料は、下記の指定振込先へ銀行振込
全日本MX併催チャイルドクロス参加申し込みは、webにて申込も可能 UＲＬ：http://entry.eigyo.co.jp/berex/ Eメールアドレス： beike@themis.ocn.ne.jp

本規則書末ページ附則

①
②
③
④
振込先

広島銀行 （ヒロシマ ギンコウ）

新市支店 （シンイチ シテン）

普通預金：口座番号 ３０６９８１３

口座名義：ＢＥＲＥＸ ビィレックス

全ての大会で、ＦＡＸのみ、お電話のみではお受け出来ません。必ず参加申込書と参加料を合わせてお申込み下さい。

2017年度昇格者対象者
☆国内Ａ級⇒国際Ｂ級
氏

名

1 村上 大和
2 錦織 誉

自動昇格
県名
山口
島根

☆国内Ｂ級⇒国内Ａ級
氏

1
2
3
4
5

松岡
宮野
竹野
中野
河野

名

力翔
隼斗
元喜
剛
仁

自動昇格
県名
広島
広島
広島
広島
広島

皆様
おめでとうございます！！

チーム名
グリーンシャドウ
レーシングチーム清水

チーム名

更なる活躍を期待しております。
☆ジュニア⇒国内Ｂ級

申請昇格

・昇格希望であれば申請すれば昇格出来る。
氏

名

橋本
高橋
仲田
松岡

KTM うず潮レーシング福山
和木レーシングwithウィング大竹
WEST AIRPORT RACING
スーパースポーツKATO

俊平
央真
輪二
辰翔

県名
広島
岡山
鳥取
広島

チーム名
KTM うず潮レーシング福山
KTM うず潮レーシング福山
TEAM 井上組

2018年ＭＦＪ中国ﾓﾄｸﾛｽ選手権ｼﾘｰｽﾞ／国内Ｂ級・国内Ａ級指定ｾﾞｯｹﾝ
2018国内Ａ級指定ゼッケン
2018国内Ｂ級指定ゼッケン
氏 名

ゼッケン

1
2
3
4
5
6
7
8
9
01
02
03
04
05

坂本 勇希
土岐 拳史龍
濱田 創至
小川 大輝
牟田口 侑大
西岡 顕心
足立 浩希
髙木 優希
磯村 和輝
松岡 力翔
宮野 隼斗
竹野 元喜
中野 剛
河野 仁

県名
島根
広島
広島
広島
佐賀
香川
兵庫
香川
山口
広島
広島
広島
広島
広島

チーム名
レーシングチーム清水
KTM うず潮レーシング福山
モトエックス
MOTO WORKS
レーシングチーム ５５５
讃岐白馬会 with NEUTRAL
team TKC
TEAM OUTRUN
和木ﾚｰｼﾝｸﾞ with ｳｨﾝｸﾞ大竹
KTM うず潮レーシング福山
和木レーシングwithウィング大竹
WEST AIRPORT RACING
スーパースポーツKATO

県名
チーム名
鳥取
チーム井上組
広島
WEST AIRPORT RACING
広島
TEAM HAMMER
兵庫
DCRﾀﾞｲﾜｶｰｽﾞ
広島
広島
チーム周東
岡山
チームAWSR カワイモータース
広島
和木ﾚｰｼﾝｸﾞwith ｳｨﾝｸﾞ大竹
岡山
KTM うず潮レーシング福山
広島
KTM うず潮レーシング福山
岡山
鳥取
TEAM 井上組
広島
↑0番台は、JX⇒NB昇格対象者が昇格した場合

ゼッケン

1
2
3
4
5
6
7
8
9
01
02
03
04

氏 名

澤田 靖
中谷 元春
近藤 雄紀
中西 隆一
竹田 雄介
久保田 秀明
石井 仁司
髙間 淳史
佐々木 拓人
橋本 俊平
高橋 央真
仲田 輪二
松岡 辰翔

ＮＢ⇒ＮＡ昇格者
※本表の指定ゼッケンは、必ずしも装着する義務はございません。
希望するゼッケン№がある場合は、下記の『希望ゼッケン登録について』を参照して下さい。
・希望するゼッケン№が上記の指定ゼッケン表にある他の選手に与えられている番号である場合は、使用出来ません。
たとえ、その選手が他の希望ゼッケンを使用した場合でも、その番号は保留のままで空き番号となります。

2018年度使用 希望ゼッケン登録について

① 第１次希望ゼッケン登録申込みについて

②
④
⑤
⑥
⑦
⑧

201８年１月２０日～２月１日まで、受付けを行います。
希望される方は、参加クラス、氏名、MFJライセンス№、チーム名、希望番号（第１～第３希望まで記入の事）
をFAX、メールにてBEREXまでお送り下さい。
FAX№：０８４７－４４－０５６２
Email：beike@themis.ocn.ne.jp （携帯、スマホからでもok ）
重複した場合、事務局一任とさせていただいます。
③ ２桁まで、３桁は認められておりません。（ＩＢは、除く）
2月５日にそれまでをまとめたゼッケン表をＭＦＪ中国ホームページに公開いたします。
シリーズ参加者に限ります。 参加予定のない方は、ご遠慮下さい。
２月４日以降は、各大会の参加申込時に参加申込書のゼッケン番号欄に「希望ゼッケン」とご記入頂き番号をご記入下さい。
※２月４日以降の都度、希望番号申し込みは、行いません。大会申込時に行って下さい。
国際Ｂ級は、全日本シリーズ指定番号を優先といたします。他地区の全日本MX指定№選手の番号は使用出来ますが、全日本ＭＸ指定番号の選手が
中国MX大会へ参加された場合は、違う番号をご使用いただくようになります。
お電話でのお問合わせは、対応出来ませんので御了承下さい。

