ＭＦＪ公認

2020年度近畿モトクロス選手権シリーズ大会
競技会特別規則

本競技会は、（一財）日本モーターサイクルスポーツ協会（ＭＦＪ）公認のもとに、国際モーターサイクリズム
連盟（ＦＩＭ）の国際スポーツ憲章、ＦＩＭ競技規則に基いたＭＦＪ国内競技規則並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。
１．大会組織
大会運営、実行組織はﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑまたは公式通知に示される。

２．大会タイムスケジュール（概要）
７：３０
選手受付及び車両検査
８：３０
公式練習
１０：００
レース開始
その他詳細は公式通知に示される。

主催者により
異なる場合有り

＜２０２０シリーズの主な変更点（まとめ）＞
●ＭＦＪ規定により全国の地方選手権の内容が大きく変
わりました！詳細はインターネットで検索「2020 モトクロ
ス地方選手権構造改革」して下さい。近畿選手権も構
造改革に沿って変更致しました。

３．開催クラス並びに競技内容
ライセンス区分
(モトクロス)

参加車両規定

ﾓﾄｸﾛｽ車両仕様

周回数(ﾋｰﾄ数)

シリーズ
ポイント

インターナショナル
オープン(IO)

国際Ａ級(IA)
国際Ｂ級(IB)

(公認車両以外の出場可)

基本仕様

15分＋1周(2ﾋｰﾄ制)
※IA & IB 混走

各ヒート毎
(IA/IB混合)

ナショナル(NA)

国内Ａ級(NA)

MFJ公認車両のみ

基本仕様/技術仕様

15分＋1周(2ﾋｰﾄ制)

各ヒート毎

ノービス(NB)

国内Ｂ級(NB)

(公認車両以外の出場可)

基本仕様

10分＋1周(2ﾋｰﾄ制)

各ヒート毎

ジュニアクロス(JX)

ジュニア(J)

MFJ公認車両のみ

基本仕様/技術仕様

10分＋1周(2ﾋｰﾄ制)

各ヒート毎

(▼)

オープン85(OP85)

クラス(略名)

公
認

承
認

考

IA～NB/J/EJ

(公認車両以外の出場可)

基本仕様

10分＋1周(2ﾋｰﾄ制)

キッズ65(K65)

J/PC/EJ

(公認車両以外の出場可)

基本仕様

10分＋1周(2ﾋｰﾄ制)

各ヒート毎

中学生以下

チャイルドクロス(CX)
Ａ(国内車両)・Ｂ(海外車両)

J/PC/EJ

50cc車両規則

50cc車両規則

8分＋1周(2ﾋｰﾄ制)
※A & B 混走

各ヒート毎
※A・B別

小学３年生以下

IA

基本仕様

各大会による

承認２スト１２５ｃｃ

IA～NB/J/EJ

基本仕様

各大会による

承認レディース
、承認エンジョイ等

IA～NB/J/EJ

基本仕様

各大会による

承認ＩＡオープン

そ
の
他

備

その他クラスの開催
の有無は各大会の主
催者(申込先・問合
先)にご確認下さい。

(▼)ＪＸ参加ライダー及び各主催者の同意を得て、ＬＭＸの混走を認める事とする。車両規定はＪＸに準ずる。但し、ジュ
ニアライセンス以外はポイント対象外、および賞典外（対象者のみで順位繰上げ）となる。また予選発生時は、決勝のみ
混走を許可する。決勝台数設定がある場合、後列スタートとする。ＬＭＸの台数がまとまれば混走せず単独クラスで開催
する(主催者判断)。ＬＭＸライダーは、事前に主催者に確認後お申込み下さい。
(注)名阪スポーツランドでの近畿選手権開催は、全日本開催会場につき公認ＩＯクラスや承認ＩＡオープンクラスへの参加者多数となる為、スムーズな
運営には事前に参加台数管理が必要です。出来る限り事前申込みにご協力ください。当日参加受付の可否や追加料金について事前にご確認下さい。
※近畿地区で開催される全日本選手権の併催公認ＪＸ及び承認ＣＸは、それぞれ近畿選手権のＪＸ及びＣＸのシリーズポイ
ントが加算される。全日本公認ＪＸは近畿選手権特別大会として開催し、昇格ポイント対象となる。
※近畿選手権承認ＣＸ（Ａ・Ｂ）のシリーズチャンピオンはＭＦＪが開催する全日本ランキング認定表彰式（東京/12月中旬）
の表彰対象者として認定されます。案内状は有資格者に対してＭＦＪより発送される。
※ＭＦＪ国内競技規則「付則１ ライセンス昇格・降格に関する規則」「６ モトクロスライセンスの昇格」シリーズ開催予
定数の50％以上の大会またはクラスが成立しなかった場合は、昇格対象ならびにシリーズチャンピオンとして認められな
い。」と定められている。（例）全７戦の場合は４戦以上の開催クラス成立が条件。

４．参加資格
①近畿選手権に参加することができる者は、シリーズ開催年度版のＭＦＪ国内競技規則「競技参加者」に規定されたとお
りである。また〔競技参加者の遵守事項〕を守らねばならない。
【要注意】3/31までの大会においては2019年度のＭＸ競技ライセンス、4/1以降の大会については2020年度のＭＸ競技ラ
イセンスをそれぞれ所持していなければならない。(MFJライセンス有効期間4/1～翌3/末)
②未成年者(２０歳未満の参加者)の親権者出場承諾はライセンス申請時に提出済みとなり、選手受付での出場承諾確認は
有効なライセンスを提示することでの確認となる。但し、JX/ｷｯｽﾞ65/CXの選手は、大会に親権者同伴でなければならない。
③ＣＸは小学校３年生以下、キッズ６５は中学生以下で、ライセンスはモトクロスＰＣ以上の所持が望ましい。全日本大
会併催のチャイルドクロスはモトクロスＰＣもしくはジュニアが必須。
④受付時にレース期間中有効な国民健康保険証など（コピー等）を持参することが望ましい｡

５．出場車両
参加者は、上記「３．開催クラス並びに競技内容」表の「参加車両規定」及び「モトクロス車両規則」欄に合致する車両
仕様を遵守しなければならない。競技後に適応外車両仕様が発覚した場合、ポイントは無効となる。
※表について、今年度のＭＦＪ国内競技規則に合致する次の内容を表す。公認車両＝「付則29 ＭＦＪ公認制度 公認車両」に合致、
基本仕様＝「付則17 モトクロス基本仕様」に合致、技術仕様＝「付則18 国内モトクロス技術仕様」に合致、50cc車両規則＝「付
則18-2 ５０ｃｃクラスの仕様について」に合致している事。

６．出場申込及び定員
①出場申込先(主催)や申込期間は、本書の最終ページ日程表の通りである。（変更時はＭＦＪ近畿ホームページにて随時告知）
②各クラスとも所定の近畿シリーズ出場申込用紙に必要事項を記入の上、申し込み期間内に提出しなければならない。
③締切り前のキャンセルは認めるが郵送料を差し引いての返却となる。締切り後のキャンセル・申込は一切認めない。
④２クラス以上に出場を申し込む場合でも､申込用紙は１枚でよいが必要事項を漏れなく記入すること。
⑤出場申込みは、申込用紙・エントリー料金を現金書留で送付すること。（締切日当日の消印有効）
⑥電話・ファックスおよび申込用紙だけの申込は一切受け付けない。

⑦レース当日の受付は一切行わない｡（IOクラスのみ特例として認めるが、申込用紙は予め記入の上持参すること）
●●●ＩＯクラスの当日受付は、記入済み申込用紙を持参すること。受付で記入することは認められない。●●●

７．エントリー料金

＜2020シリーズ改定＞

区分

出走クラス

エントリー料金

種目追加

当日受付/手続料金

A

ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｵｰﾌﾟﾝ(IO)

13,000円

可/\2,500

B

ﾅｼｮﾅﾙ(NA) / ﾉｰﾋﾞｽ(NB)

13,000円

当日不可

C

ｼﾞｭﾆｱｸﾛｽ(JX)

8,500円

当日不可

D

ｵｰﾌﾟﾝ85(OP85)

5,000円

E

ｷｯｽﾞ65 / ﾁｬｲﾙﾄﾞｸﾛｽ / LMX

7,000円

備考・注意事項
(注1)名阪ＳＬ開催時の注意事項

当日不可
+5,000円

当日不可

他
その他のクラス
各大会の主催者(申込先・問合先)にご確認下さい
(注1)名阪ＳＬ開催時の注意事項
※Ｗｴﾝﾄﾘｰ時は料金が高い区分が主区分となる。
※延期、中止等に関してはMFJ国内競技規則 第3章競技会 [29]競技会の延期および中止等に規定されたとおりである。
(注1)名阪スポーツランドでの近畿選手権開催は、全日本開催会場につき公認ＩＯクラスや承認ＩＡオープンクラスへの参加
者多数となる為、スムーズな運営には事前に参加台数管理が必要です。出来る限り事前申込みにご協力ください。当日参加
受付の可否や追加料金について事前にご確認下さい。

８．賞及び得点（シリーズポイント・昇格ポイント）
①各大会とも次の賞が授与される。
大会毎の賞典ではﾁｬｲﾙﾄﾞｸﾛｽ、ｷｯｽﾞ65、ｵｰﾌﾟﾝ85、ｼﾞｭﾆｱｸﾛｽ、ﾉｰﾋﾞｽ、ﾅｼｮﾅﾙ、ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｵｰﾌﾟﾝの各クラス
※２ヒート制クラスについては総合順位で表彰する。
※表彰される人数及び賞典の内容は主催者より公式通知にて発表される。
②近畿選手権シリーズの年間表彰式は、シリーズ成績を通算し下記のとおり優秀選手賞が授与される。
ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｵｰﾌﾟﾝ、ﾅｼｮﾅﾙ、ﾉｰﾋﾞｽ ＝【各１位～３位】／ ｼﾞｭﾆｱｸﾛｽ、ｷｯｽﾞ65、ﾁｬｲﾙﾄﾞｸﾛｽAB ＝【各１～６位】
※同点者の序列判定は国内競技規則「全日本選手権ランキング決定基準」と同じ方法で決定される。
※年間表彰対象基準は、シリーズ開催数の50％以上の大会に出場している事が条件とする。
※各クラスのシリーズ成立の条件は、年間開催予定数の50％以上の成立が必要。
※オープン８５についてはシリーズランキング管理を行わない。(年間表彰はございません。)
★当年度シリーズランキング表彰（年間ランキング表彰式）
2020年度の年間表彰式の詳細は決定次第、ＭＦＪ近畿事務局より上記の表彰対象者に12月初旬頃に案内される。
※最新のランキングはMFJ近畿のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞから確認できます。（都合により更新が遅れる場合があります。）
ＭＦＪ近畿ＵＲＬ（http://www.jmpsa.or.jp/block/kinki/race/）

■公認クラス、承認（K65/CX）クラス

近畿選手権シリーズポイント・昇格ポイント

順位

1位

2位

3位

4位

5位

6位

7位

8位

9位

10位 11位 12位 13位 14位 15位 16位 17位 18位 19位 20位

得点

25

22

20

18

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

※レース成立は出走２台以上。

※最終戦は近畿チャンピオン大会として「ボーナスポイント＋５点」が与えられる。
↑シリーズ日程に大きな変更が生じた為、2020年のボーナスポイントの設定を廃止します。(7/15改定)
※優勝者の周回数の75％（小数点切り捨て）が完走として認められ、ポイントは完走者の順位に対して与えられる。
(例)優勝者が10周の場合、7周以上でチェッカーを受けた20位までがポイントを獲得。（国内競技規則 付則15 ﾓﾄｸﾛｽ競技規則 [28]優勝者、順位、完走者及び得点に準ず）
・ 公認クラスのポイントは各ヒート毎に加算される。承認（K65/CX）クラスのポイントは各ヒート毎に加算される。
・ 公認クラスは獲得したポイントがシリーズランキングポイント及び昇格ポイントとなる。（IA選手については昇格対象外。）
・ 承認（K65/CX）クラスは獲得したポイントがシリーズランキングポイントとなる。
・ 近畿地区で開催される全日本選手権にて併催される承認クラス(JX/CX)についても上記基準にてポイント加算される。

■昇格の基準
昇格ライセンス
昇格基準
年間昇格ランキング
申請 or 自動

ＩＢ → ＩＡ
ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙOPENで
年間最上位のIB選手
かつ全日本IBﾎﾟｲﾝﾄ獲得
申請昇格

ＮＡ → ＩＢ

ＮＢ → ＮＡ

Ｊ → ＮＡまたはＮＢ

ナショナル
年間上位５名

ノービス
年間上位８名

ジュニアクロス
年間上位１５名

自動昇格

申請昇格

申請昇格(NA or NB)

※上記昇格人数は同点者がある場合、越える事ができる。
※昇格基準を満たした上記の選手には、ＭＦＪより昇格通知が送付される。（11/中旬～12/中旬）
※年齢および体格によるジュニアから国内Ｂ級へのライセンスの昇格について
（1）1月1日～12月31日の間に16歳になる者は誕生日前でも自動的に国内Ｂ級となる。
（2）体格理由(身長160cm～)で昇格を希望する場合、特別審査（規則書付則[1]6-3-3）を申請して下さい。

■降格について
降格については国内競技規則 付則1「ﾗｲｾﾝｽ昇格・降格に関する規則」「[3]昇格、降格の種類と手続き」をご確認下さい。
「 [12]特別降格申請(11/1～12/末)」を行えば、審査結果次第で次年度からクラス降格できる可能性が有ります。

９．参加受理
①ＭＦＪ国内競技規則「付則15 モトクロス競技規則」〔参加受理〕に基づく。
②申込み手続きに不備のある場合は、返却郵送料を差し引いた残額を返却するものとする｡

１０．ゼッケンナンバー及びレースナンバープレート
レースナンバープレートは、ＭＦＪ国内競技規則に合致している事｡希望ゼッケンナンバーに関しては、本書「シリーズ
日程表」の下を参照する事。希望ゼッケン不要の場合は、シーズン初参加する際は主催者からナンバーを与えられるので
未記入で申込みし、２度目以降は与えられたナンバーを必ず記入して下さい。当該年度内は、ナンバーが有効です。
(注)IA選手のゼッケンナンバーは、全日本ゼッケン管理が適応されます。ゼッケンは事前にＭＦＪ(℡03-5565-0900)に問合せ下さい。

１１．ライダー及び車両変更
①ライダーの変更は認められない。また、ＭＦＪ国内競技規則「付則15 モトクロス競技規則」を遵守しなければならない。
②出場登録した車両の変更は、ＭＦＪ国内競技規則「付則15 モトクロス競技規則」〔車両の変更〕に基づく。
③公式予選終了後の車両の変更はいかなる理由があっても認められない。

１２．音量測定
音量測定方法及び測定手順は、開催年度版のＭＦＪ国内競技規則

付則17モトクロス基本仕様 {5}音量規制に準拠する。

Ｋ－ＭＡＸ適合バッフル（消音抑制装置）の装着車両について
近畿地区における騒音問題をきっかけに、２施設（ライダーパーク生駒・ウッズモータースポーツランド下市）で実施されている騒音規制をＫ－ＭＡＸと
いいます。（規制の詳細については規制実施施設へお問い合わせください。）
この騒音規制に適合した騒音抑制装置を『Ｋ－ＭＡＸ適合バッフル』と呼び、Ｋ－ＭＡＸ適合バッフルを近畿モトクロス選手権シリーズにおいて装着する
ことを引き続き推奨します。（義務付けではありません。）なお、当該部品を装着する場合に、外観仕様がＭＦＪ競技規則【付則17モトクロス基本仕様「エ
キゾーストパイプ」】による規定に反する場合がありますが、Ｋ－ＭＡＸ適合バッフルを近畿モトクロス選手権シリーズ大会において使用する場合に限り、
ＭＦＪ技術委員会より使用が承認されています。

全世界的な問題とも言えるモトクロスの騒音問題は、大会主催者や会場の消音対策だけで解決する問題ではなく、参加者
全員の消音に対する意識向上が不可欠です。主催者や会場が競技会を継続して行けるよう、皆様もご理解・ご協力下さい。

１３．抗

議

抗議はＭＦＪ国内競技規則「付則15 モトクロス競技規則」〔抗議〕に基づき、手続きをすることができる。

１４．選手受付
大会当日、ＭＦＪ国内競技規則「付則15 モトクロス競技規則」〔出場受付〕に基づき、参加者の受付を行う。
【重要】当該年度有効なライセンスを提示できないものは出場が認められない。

１５．そ

の 他

①出場申込用紙はMFJ近畿ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞから印刷可能。
②出場申込用紙にライセンス番号未記入のもの及び申請中と記入されているものは一切受け付けない。
③入場料を徴収する事があるので、ライダーは参加受理書を、ピットクルーはライセンスを入場の際係員に提示すること。
④本規則に示されていない事項は今年度版ＭＦＪ国内競技規則に依る。

１６．個人情報の取り扱いについて
申込書に記載された個人情報の取り扱いにつきましては、各大会事務局によりＭＦＪの定めるガイドラインに則り、競技会の運営／管理
に必要な範囲で利用し、適切に管理・運用・廃棄される。
必要な範囲とは、法令に基づき請求があった場合に関係省庁へ提出する場合のほか、近畿選手権の各主催事務局から近畿選手権の普及を
目的としたご案内を送付する場合に主催者間で相互利用する場合を言う。
※主催者間の相互利用は近畿選手権のご案内を送付する目的のみとし、目的外の用途には利用しない。

１７．近畿地区開催の全日本モトクロス選手権併催(公認)ｼﾞｭﾆｱｸﾛｽ(JX)、及び(承認)ﾁｬｲﾙﾄﾞｸﾛｽ(CX)について
近畿地区（近畿二府四県）で開催される全日本モトクロス選手権において、併催される(公認)ジュニアクロス、及び(承認)チャイルドクロ
スは、それぞれ近畿モトクロス選手権のＪＸ、及びＣＸのシリーズポイントが加算される。申込期間はそれぞれの全日本選手権と同じ期間
内とし、定員は設けずフリーエントリーとなります。
※ＪＸは申込者台数によって予選レースを実施する。タイスケ・予選レースの有無・組数・周回数等、詳細は公式通知にて発表される。
結果に応じて近畿選手権の昇格ポイント及びシリーズポイントが加算される。
※ＣＸの開催概要は、ＭＦＪ国内競技規則の「チャイルドクロス開催概要」に準ずる。
※開催内容（エントリー期間・料金等）詳細は、事前にＭＦＪ近畿ホームページにて公開されますのでご確認ください。

１８．健康状態の確認について（特に、転倒事故時の脳震盪プロトコルの実施【SCATの実施】）
全日本モトクロス選手権では、転倒事故等で脳震盪と診断された選手に対して異常が無いことを証明する診断書を提出してからの出場許可
となっております。近畿選手権においては、ＪＯＭＳ（Japan Outdoor Medical Support）に救護協力を頂き
①【参加申込用紙での健康状態の確認】＜自己申告：健康な状態です「はい・いいえ（理由：
）」＞
→②【大会当日ブリーフィングでの健康確認】
→③【大会当日走行における転倒事故等で脳震盪の疑いのある選手への確認（SCAT）】
→④【次の大会主催者への脳震盪の疑いの選手情報引き継ぎ、及び次の大会での確認（SCAT）】。
を実施致します。選手の健康確保の為ですので参加選手関係者はご協力下さい。（※SCATとはスポーツによる脳振盪評価ツールです。）
また、確認（SCAT）実施結果で脳震盪の疑いのある選手（関係者）に対しては結果説明を行います。危険な状態と判断された場合は、大会
審査委員会より当日の競技会の出場を拒否される場合があります。「国内競技規則書 第3章 競技会 14-5」

2019年12月 ＭＦＪ近畿・近畿モトクロス委員会 監修
発 行 近畿モーターサイクルスポーツ協会（ＭＦＪ加盟団体）
〒550-0012 大阪市西区立売堀1-7-14 TEL 06-6534-6422
http://www.jmpsa.or.jp/block/kinki/race/

最終改定日：2020年7月15日

★

スポーツ安全保険について

★

・ＭＦＪライセンス所持者が競技中に負傷した場合、スポーツ安全保険が適応されます。
・スポーツ安全保険の請求方法に関しては、今年度のＭＦＪ国内競技規則をご確認ください。
・ご請求手続きはＭＦＪ公式ＨＰから行うか（www.mfj.or.jp）またはＭＦＪにお問合せ下さい（03-5565-0900）

★

メディカルパスポート携帯の義務化について ★

メディカルパスポート携帯が義務化されてます。詳細はMFJｵﾝﾗｲﾝﾏｶﾞｼﾞﾝ（http://www.mfj.or.jp/）をご確認下さい。※メディカルパスポ
ートとは競技会に参加するライダーが「負傷歴・アレルギー・緊急連絡先」など、競技中に負傷した際に治療に役立つ情報を記載し、本人またはチーム
員に携帯・管理するパスポート（書類）です。万が一の負傷搬送（事故）の際ににメディカルセンターに提出出来るように携帯が義務化されました。

２０２０年度 近畿モトクロス選手権シリーズ 大会日程表
日程

大会名称

出場申込(問合せ)先（主催）

（2020年7月15日 現在）

開催会場

申込期間

【ライセンス注意】 3月末までは2019年度ライセンスが必要です。 ↓4月以降は2020年度(更新済)ライセンスが必要です。↓
★（希望ゼッケン申請期間）第１戦 プレエントリー期間 ＜１／２５～３１（消印有効）＞★

4/19
中止

近畿モトクロス選手権
第１戦
併催：ライセンス講習会

5/10変更

10/25
7/12変更

近畿モトクロス選手権
第２戦 代替大会
併催：ライセンス講習会

7/5

近畿モトクロス選手権
第３戦

8/9

近畿モトクロス選手権
第４戦

中止

併催：承認 ﾚﾃﾞｨｰｽｸﾗｽ、
承認 2st125ccｸﾗｽ

近畿モトクロス選手権
第５戦

9/6
中止

併催：承認 ﾚﾃﾞｨｰｽｸﾗｽ、
承認 2st125ccｸﾗｽ

9/12
9/13
中止
9/27変更

8/9

全日本モトクロス選手権
第６戦 近畿大会
★併催クラス★
公認近畿選手権ジュニアクロス
承認チャイルドクロス

近畿モトクロス選手権
第６戦 代替大会

〒638-0045【プレエントリー先】
奈良県吉野郡下市町新住239
ｳｯｽﾞﾓｰﾀｰｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞしもいち
TEL 0747-52-3744

奈良県吉野郡下市町新住
3/31(月)
ｳｯｽﾞﾓｰﾀｰｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞしもいち
＜新型肺炎の感染拡大を考慮し中止＞
↓
4/9(木)
※代替大会の有無は検討し今後発表。
消印有効

〒615-0915
京都府京都市右京区梅津南町22-1
モーターサイクルＷＥＳＴ
TEL 075-881-3696

兵庫県三木市細川町豊地1610
miki ANNEX PARK

〒622-0063
京都府南丹市園部町天引向井山20-6
ｵﾌｨｽｱｸｼｮﾝ TEL：0771-65-0166
ﾒｰﾙ：daimaou123@office-action.jp

大阪府河内長野市末広町４番１
プラザ阪下
TEL 0721-65-1981

10/5(月)

消印有効

〒570-0045
奈良県山辺郡山添村切幡1343-1
大阪府守口市南寺方中通3-7-8
新型肺炎の影響により
名阪スポーツランド
名阪ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ大阪事務所
大会中止となりました。
TEL 0743-87-0007
TEL 06-6998-9722
〒570-0045
大阪府守口市南寺方中通3-7-8
名阪ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ大阪事務所
TEL 06-6998-9722

↓

10/15(木)

6/22(月)
↓

6/29(月)
消印有効

7/20(月)
↓

7/30(木)
消印有効

奈良県山辺郡山添村切幡1343-1
8/17(月)
名阪スポーツランド
＜新型肺炎の感染拡大を考慮し中止＞
↓
TEL 0743-87-0007
8/27(木)

※代替大会の有無は検討し今後発表。
消印有効

〒729-3102
広島県福山市新市町相方2472
新型肺炎の影響により
奈良県山辺郡山添村切幡1343-1
申込先：ＢＥＲＥＸ（ビィレックス）
TEL 0847-44-0036
大会中止となりました。
名阪スポーツランド

8/4(火)
↓

8/13(木)
消印有効

主催：近畿モーターサイクルスポーツ協会
〒673-0713
兵庫県三木市細川町豊地1610
miki ANNEX PARK ﾁｰﾑﾊﾏｰ係
TEL 080-3787-7905
（主催：チームハマー）

7/20(月)

兵庫県三木市細川町豊地1610
miki ANNEX PARK

↓

7/30(木)
消印有効

※感染症の影響により大会数や開催日程計画に大きな変更が発生した為、2020シリーズはボーナスポイ
ント (＋５点)の設定を廃止します。(7/15改定)
※上記事務局は各大会の主催者であり現地事務局である。
※近畿地区ライセンス講習会開催予定はＭＦＪ近畿ＨＰに掲載されます。（追加分は随時更新）

希望ゼッケンの申請とプレエントリー期間について(※IA 以外)
今年度の近畿選手権シリーズ希望ゼッケンの申請は、各クラス下記プレエントリー期間を設け、初戦のエントリー手続きを行
うと共に、希望するゼッケン番号の申請を受け付けます。エントリー料金は通常通りで手数料などは必要ありません。但し、
下記期間内に初戦のエントリー料金を添えて参加申込をする事を条件と致します。初戦に参加されない方は、次戦以降に申込
みと同時に申請してください。参加申込書の右上に、希望番号を第１～第３希望まで記入し申請(参加申込み)する事。

★プレエントリー期間 ＜１／２５～１／３１（消印有効）＞ 申込先＜第１戦出場申込先＞★
最新の空き番号は、出場申込前に大会主催者へ問合せ下さい。（ゼッケン表は主催者により持ち回り管理しています。）
尚、状況により希望ゼッケンを確保できない場合がございますので、必ず第 3 希望まで申請して下さい。
※前年のクラス上位に与えられる年間指定ゼッケンには申し込みできません。
【※ＩＡｾﾞｯｹﾝ注意】ＩＯに出場するＩＡ選手のゼッケンはＭＦＪによって管理されます。ＭＦＪ(℡03-5565-0900)からＩＡ年間
ゼッケンを取得した後に近畿選手権にエントリーして下さい。ＩＡ希望ｾﾞｯｹﾝについてもＭＦＪにお問合せ下さい。
●ライセンス取得講習会開催予定(MX：NB、ｼﾞｭﾆｱ、PC、役員) 【注】受講には事前申込み必須です！
【滋 賀】1/12.19.26、2/2.9.16 ﾎﾝﾀﾞﾄﾞﾘｰﾑ近江八幡(問合:0748-37-7111/ﾅｶｷﾎﾝﾀﾞ担当ﾌｼﾞﾀ)
講習会の日程は本書発行時の予定です。日程
【奈 良】4/19 ｳｯｽﾞﾓｰﾀｰｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ下市（問合: 0747-52-3744）
変更、中止、追加開催などの場合有り。申込
【兵 庫】5/9.10 三木ｱﾈｸｽﾊﾟｰｸ（問合:075-881-3696/ﾓｰﾀｰｻｲｸﾙ WEST）
や問合せは各問合せ先にご連絡下さい。
【大 阪】3/8.4/29.5/31 ﾗｲﾀﾞｰﾊﾟｰｸ生駒（問合:072-869-0278）
【大 阪】2/8.2/11. 他<調整中> ﾌﾟﾗｻﾞ阪下（問合:0721-65-1981）
※開催日程や情報は随時ＭＦＪ近畿ホームページにて更新予定です。( ＭＦＪ近畿 http://www.jmpsa.or.jp/block/kinki/race/ )

ライセンス講習会日程はＭＦＪ近畿の
ホームページ新着情報欄に掲載します。

