
大会当日年齢

都 道
府 県

2019年東北モトクロス選手権 FAX申込書

FAX送信先 0120-37-8434（スポーツエントリー）

　　▼希望ゼッケン（別途5,000円）を希望される場合は第1～3希望をご記入ください。MYLAPS（トランスポンダー）をお持ちでない方は、
　　別途レンタル料1,500円が必要です。

モトクロス

ファックス番号

・東北選手権シリーズ第　　　戦　　　　　　　　　　　大会

フリガナ

　     年　　 月　　日 大会名称

▼ライダー情報　※ライセンスが手元に届いてから競技会に申込んで下さい。（ライセンスNo.未記入は無効となります。）
　※参加を希望される大会日および大会名は、別紙の日程表をご確認いただき必ずご記入ください。※記入漏れが無いようご注意願います。

自宅電話番号 　－　　　　－　

生年月日

住所

氏名
（西暦）　　　　　 年 　　　月 　　　日

開催月日

　　　　－　　　　　　－　　　　　　

性別

※参加ライダーが20歳未満の場合は、保護者氏名をご記入下さい。

所属
公認クラブ名

男・女
歳

※大会事務局よりご連絡させていただく場合がありま
す。

保護者氏名

　　　　－　　　　　　－　　　　　　 □本人　□保護者
※どちらか選択してください。

携帯電話番号

血液型  A・B・AB・O・不明　（ RH＋・RH－・不明 ）緊急連絡先

〒　　　　　－

※主催者からのご注意：FAXでお申し込みのお客様におかれましては、大会HP、別紙※1に記載の申し込み規約を承諾のうえ
申し込みされたこととさせていただきます。

　－　　　　－　

希望ゼッケンNo.①
（希望者のみ）

希望ゼッケンNo.②
（希望者のみ）

希望ゼッケンNo.③
（希望者のみ）

確定ゼッケンNo.
（確定者のみ）

MYLAPSのレンタル 要　・　不要

製造メーカー・車種 年式 気筒容量 cc

エンジン型式 フレーム打刻

ピットクルー氏名①
MFJピットクルー

ライセンスNo.

ピットクルー氏名②
MFJピットクルー

ライセンスNo.

出場クラス（○で囲んでください）

IAオープン   ・   IBオープン   ・   NAオープン   ・   NBオープン   ・   Ｊ85   ・  オープン85   ・   Ｊ65   ・   CX-A・B

　　　　　　　　県　-

　　　　　　　　県　-

（注）出場申込書は漏れのないようすべて記入すること。記入漏れがあった場合、無効または返送する場合があります。
（注）「未成年者競技会参加承諾書及び印鑑証明」をMFJ本部に提出していない場合は印鑑証明（コピー可）を大会毎に提出する必要があります。

（一財）日本モーターサイクルスポーツ協会並びに本競技会主催者は、ご記入頂きました会員の皆様の個人情報をもとに、公式プログラム、競技結果表､アナウンス､
競技会開催告知DM等、競技会運営に必要な業務。並びに競技結果の公表ポイント管理等付帯・関連する業務を遂行する為に必要な範囲で利用させていただきます。ま
た、業務遂行のために業務委託先等に提供を行うことがあります。

MFJライセンスナンバー
(未記入は無効です）

　　　　　　　　　　　　県　-

※新規で希望ゼッケン番号を指定されない方は、協会が指定いたします。

MYLAPSナンバー ※所有者のみ

会場

第1戦 宮城大会 4月21日 (日) スポーツランドSUGO 4月8日 (月) 4月11日 （木）

第2戦 岩手大会 5月5日 (日) 藤沢スポーツランド 4月22日 (月) 4月25日 （木）

第3戦 宮城大会 6月2日 (日) スポーツランドSUGO 5月20日 (月) 5月23日 （木）

第4戦 岩手大会 6月23日 (日) 藤沢スポーツランド 6月10日 (月) 6月13日 （木）

第5戦 宮城大会 8月18日 (日) スポーツランドSUGO 8月5日 (月) 8月8日 （木）

第6戦 宮城大会 9月29日 (日) スポーツランドSUGO 9月16日 (月) 9月19日 （木）

第7戦 岩手大会 10月13日 (日) 藤沢スポーツランド 9月30日 (月) 10月3日 （木）

※ファックス申込に限り、レイトエントリー締切日は下記の通りです。

開
催
日
程

大会名 開催日 通常エントリー締切日 レイトエントリー締切日

IAオープン 2ﾋｰﾄ制(20分＋1周） IAライセンス　ゲストライダーとして走行 3,000円

IBオープン 2ﾋｰﾄ制(20分＋1周） IBライセンス 12,000円

NAオープン 2ﾋｰﾄ制(15分＋1周） NAライセンス 12,000円 オープン85 ダブルエントリープラス3000円

NBオープン 2ﾋｰﾄ制(10分＋1周） NBライセンス 12,000円 オープン85 ダブルエントリープラス3000円

J85 2ﾋｰﾄ制(10分＋1周） Jライセンス 10,000円 J65・オープン85 ダブルエントリープラス各々3000円

オープン85 2ﾋｰﾄ制(10分＋1周） エンジョイ・J・NB・NAライセンス 10,000円 J65・J85 ダブルエントリープラス各々3000円

J65 2ﾋｰﾄ制(10分＋1周） エンジョイ・PC・Jライセンス 7,000円 CXダブルエントリープラス3000円

CX-A・B 2ﾋｰﾄ制(８分＋1周） PC・Jライセンス 7,000円

参
加
料

■お支払方法を選択してください（いずれか必ず1つチェックしてください）

□セブンイレブン　 □ファミリーマート　 □ローソン　 □セイコーマート

■お支払に関するご連絡先（必ずご記入ください）

FAX ― ―

フリガナ

E-mail ＠

※いずれもご記入いただいた場合、E-mailアドレスへ優先してご案内いたします。（エラーとなる場合は、FAXにてご案内いたします。）

※メールアドレスはブロック体で丁寧に分かりやすくご記入ください。

※フリガナはab-c@de1.jpであれば、エービーハイフンシー＠デーイーイチドットジェーピーのようにご記入ください。

※entry@sportsentry.ne.jpからのメールを受信いただけるよう設定をお願いいたします。

■ご注意

◆スポーツエントリーカスタマーサポートセンター　TEL0570-039846（平日10時～17時30分）

（尚、IP電話、ケーブルテレビ専用電話等、および海外からのお電話は繋がりません）

※ガイダンスのあと「2」を押してください。

※お支払に関するご連絡先（FAX番号またはメールアドレス）の記入がない場合、および送付内容に不備がある場合はお申込みが無効となります。

※FAXをお送りいただいた後、2営業日以内（土日祝日は翌営業日）にスポーツエントリーより、お支払案内を記入いただいたメールアドレスまたはFAX

へご返信いたしますので必ずご確認をお願いいたします。万が一連絡がない場合には下記までご連絡ください。

※ご連絡先の記入誤り及び不明瞭、またはお客様の受信設定等によるお支払い案内の未着に関して、弊社では一切の責任を負いかねます。

※参加費のほか別途スポーツエントリー利用料が必要です。参加費4000円まで300円、4001円以上は参加費の7％が利用料となります。



2019年東北モトクロス選手権 FAX申込書

FAX送信先 0120-37-8434（スポーツエントリー）

 ※レイトエントリー期間中のお申込は、別途3,000円が加算されます

申
込
規
約

私たちは、本大会特別規則及びMFJ国内競技規則並びにＦＩM憲章に同意いたします。また競技参加にあたり、関連して起こった死亡・負
傷、その他の事故で私たちエントラント・ライダー・メカニック・ヘルパー及び車両の受けた損害について、決して主催者及び大会役員・係
員・雇用者並びに他の競技者に対して非難したり責任を追求したり、また損害の賠償を請求いたしません。このことは、事故が主催者または
大会関係者の手違いなどに起因した場合でも変わりません。運転者は、適格な競技ライセンスの所有者であり、参加車両についてもコースま
たはスピードに対して適格であり、かつ競技が可能であります。本大会の参加にあたっては、安全の諸規制を守り他の競技者に危害を与える
ことのないよう注意いたします。本大会の対価を得て公開し、またテレビ・ラジオ・映画・写真・ビデオなどの使用は自由であることを承認
いたします。本大会への参加申し込みに際し、納入いたしました参加料は、返金の請求をいたしません。

注
意
事
項

● 参加するライダーは、国内競技規則書を熟読し、記入漏れ及び不備の無いよう申込み手続きを行うこと。
● 出場申込書に、参加料を添えて必ず現金書留にて、主催者事務局まで郵送すること。なお、宛先を誤った場合の締切り遅延は、本人の責任とす
る。
　また、転送する場合はその実費を差し引くものとする。
● 参加するライダーは、出場申込書に記入する時点でMFJ競技ライセンスを取得していなければ、申込書は受理できない。また、ピットクルー
の申請については、MFJピットクルーライセンスNｏ未記入の者や、申請中の者で受付を拒否された場合は、名簿から削除される。

＜FAX申込みに関する問い合わせ先＞
スポーツエントリーカスタマーサポートセンター

TEL 0570-０３９-846（平日10時～17時30分） ※ガイダンスのあと「2」を選択
（尚、IP電話、ケーブルテレビ専用電話等、および海外からのお電話は繋がりません）

※別紙

希望ゼッケンNo.①
（希望者のみ）

希望ゼッケンNo.②
（希望者のみ）

希望ゼッケンNo.③
（希望者のみ）

確定ゼッケンNo.
（確定者のみ）

MYLAPSのレンタル 要　・　不要

製造メーカー・車種 年式 気筒容量 cc

エンジン型式 フレーム打刻

ピットクルー氏名①
MFJピットクルー

ライセンスNo.

ピットクルー氏名②
MFJピットクルー

ライセンスNo.

出場クラス（○で囲んでください）

IAオープン   ・   IBオープン   ・   NAオープン   ・   NBオープン   ・   Ｊ85   ・  オープン85   ・   Ｊ65   ・   CX-A・B

　　　　　　　　県　-

　　　　　　　　県　-

（注）出場申込書は漏れのないようすべて記入すること。記入漏れがあった場合、無効または返送する場合があります。
（注）「未成年者競技会参加承諾書及び印鑑証明」をMFJ本部に提出していない場合は印鑑証明（コピー可）を大会毎に提出する必要があります。

（一財）日本モーターサイクルスポーツ協会並びに本競技会主催者は、ご記入頂きました会員の皆様の個人情報をもとに、公式プログラム、競技結果表､アナウンス､
競技会開催告知DM等、競技会運営に必要な業務。並びに競技結果の公表ポイント管理等付帯・関連する業務を遂行する為に必要な範囲で利用させていただきます。ま
た、業務遂行のために業務委託先等に提供を行うことがあります。

MFJライセンスナンバー
(未記入は無効です）

　　　　　　　　　　　　県　-

※新規で希望ゼッケン番号を指定されない方は、協会が指定いたします。

MYLAPSナンバー ※所有者のみ

会場

第1戦 宮城大会 4月21日 (日) スポーツランドSUGO 4月8日 (月) 4月11日 （木）

第2戦 岩手大会 5月5日 (日) 藤沢スポーツランド 4月22日 (月) 4月25日 （木）

第3戦 宮城大会 6月2日 (日) スポーツランドSUGO 5月20日 (月) 5月23日 （木）

第4戦 岩手大会 6月23日 (日) 藤沢スポーツランド 6月10日 (月) 6月13日 （木）

第5戦 宮城大会 8月18日 (日) スポーツランドSUGO 8月5日 (月) 8月8日 （木）

第6戦 宮城大会 9月29日 (日) スポーツランドSUGO 9月16日 (月) 9月19日 （木）

第7戦 岩手大会 10月13日 (日) 藤沢スポーツランド 9月30日 (月) 10月3日 （木）

※ファックス申込に限り、レイトエントリー締切日は下記の通りです。

開
催
日
程

大会名 開催日 通常エントリー締切日 レイトエントリー締切日

IAオープン 2ﾋｰﾄ制(20分＋1周） IAライセンス　ゲストライダーとして走行 3,000円

IBオープン 2ﾋｰﾄ制(20分＋1周） IBライセンス 12,000円

NAオープン 2ﾋｰﾄ制(15分＋1周） NAライセンス 12,000円 オープン85 ダブルエントリープラス3000円

NBオープン 2ﾋｰﾄ制(10分＋1周） NBライセンス 12,000円 オープン85 ダブルエントリープラス3000円

J85 2ﾋｰﾄ制(10分＋1周） Jライセンス 10,000円 J65・オープン85 ダブルエントリープラス各々3000円

オープン85 2ﾋｰﾄ制(10分＋1周） エンジョイ・J・NB・NAライセンス 10,000円 J65・J85 ダブルエントリープラス各々3000円

J65 2ﾋｰﾄ制(10分＋1周） エンジョイ・PC・Jライセンス 7,000円 CXダブルエントリープラス3000円

CX-A・B 2ﾋｰﾄ制(８分＋1周） PC・Jライセンス 7,000円

参
加
料

■お支払方法を選択してください（いずれか必ず1つチェックしてください）

□セブンイレブン　 □ファミリーマート　 □ローソン　 □セイコーマート

■お支払に関するご連絡先（必ずご記入ください）

FAX ― ―

フリガナ

E-mail ＠

※いずれもご記入いただいた場合、E-mailアドレスへ優先してご案内いたします。（エラーとなる場合は、FAXにてご案内いたします。）

※メールアドレスはブロック体で丁寧に分かりやすくご記入ください。

※フリガナはab-c@de1.jpであれば、エービーハイフンシー＠デーイーイチドットジェーピーのようにご記入ください。

※entry@sportsentry.ne.jpからのメールを受信いただけるよう設定をお願いいたします。

■ご注意

◆スポーツエントリーカスタマーサポートセンター　TEL0570-039846（平日10時～17時30分）

（尚、IP電話、ケーブルテレビ専用電話等、および海外からのお電話は繋がりません）

※ガイダンスのあと「2」を押してください。

※お支払に関するご連絡先（FAX番号またはメールアドレス）の記入がない場合、および送付内容に不備がある場合はお申込みが無効となります。

※FAXをお送りいただいた後、2営業日以内（土日祝日は翌営業日）にスポーツエントリーより、お支払案内を記入いただいたメールアドレスまたはFAX

へご返信いたしますので必ずご確認をお願いいたします。万が一連絡がない場合には下記までご連絡ください。

※ご連絡先の記入誤り及び不明瞭、またはお客様の受信設定等によるお支払い案内の未着に関して、弊社では一切の責任を負いかねます。

※参加費のほか別途スポーツエントリー利用料が必要です。参加費4000円まで300円、4001円以上は参加費の7％が利用料となります。


