ＭＦＪ公認

2011年度ＭＯＴＯ１近畿・中部エリア選手権シリーズ大会
競技会特別規則
本競技会は、（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、実行組織はプログ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
上記と異なる場合及び、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。
３．開催種目並びに競技内容
開催格式
エリア選手権
開催クラス
moto1OPEN
moto2
moto3
エントリー料金
基本料12,000円/追加1クラス毎8,000円
周回数
10周
参加資格
ライセンス区分

モタードＡ級/Ｂ級混走

承認大会
M2
M3
moto4
moto4ストック
基本料8,000円/追加1クラス毎6,000円
8周
SM-B/エンジョイ/競技ライセンス/
ピットクルーA/競技役員+運転免許
競技ライセンスとはロード、モトクロス、トライ
アルなどモタード以外の競技ライセンス。
総合ランキング
（年間表彰はチャンピオンのみ）
M1

①総合ランキング
②Ｂ級ランキング（総合の内Ｂ級のみ対象）
Ｂ級は昇格ポイント対象となり、獲得ポイン
昇格ポイントは与えられない。
トはライセンス区分に関係なく、総合順位に
シリーズポイントはエリア大会と同様に与えられ
ポイントの付与
より、末尾のポイント表に基づいて完走者に
る。
対して与えられる。
※2011年度MOTO1近畿・中部エリアシリーズエントリー料金にＭＦＪスポーツ傷害基金掛金は含まれていません。
※エリアと承認にＷエントリーする場合、基本料は高額な方へ合わせること。
【エントリー代金計算例】M1､M2､moto3の3クラスに参加する場合
（例）12,000(moto3基本料)+6,000(M1追加料)+6,000(M2追加料)＝24,000円
※エリア選手権において予選落ちが発生する場合に敗者復活レースを行う場合がある。
※参加台数が少ない場合、他のクラスと混走その他変更となる場合があり、公式通知等により通知される。
※定員は定めず、レース成立は出走2台以上とし、台数が1台の場合は中止する場合がある。
※moto1オープンに参加する車両はそれぞれのクラスに定められた排気量区分を逸脱してはならない。
ランキング

４．参加資格
①本大会に参加しようとする者は、６歳以上で必要なライセンスを所持していなければならない。但し、選手
本人が一人で倒れたバイクを起こし、エンジンを掛けられることを参加の絶対条件とする。
②近畿・中部選手権に参加することができる者は2011年度版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。
③２０歳未満の出場者は、出場ごとに申込書の誓約書に署名､押印し、印鑑証明を提出しなければならない。
なお、誓約書の親権者名､印鑑は出場承諾印と同じものであること｡
④未成年の出場者は、親権者同伴で参加しなければならない。
⑤サインエリアにて作業をする場合、有効なピットクルーライセンスを所持し、申込時にチームクルー登録して
ければならない。
※2011年ＭＦＪライセンス制度の変更に伴い、エンジョイ会員の当日申請は一切受け付けない。
※大会当日までにエンジョイ会員入会手続きを済ませてから参加申込みを行い、当日は会員証を持参すること。
５．出場申込及び定員
①出場申込先、申込期間は日程表のとおりである。
②各部門とも所定の申込用紙に必要事項を全て記入の上、エントリー料金を添えて申し込み期間内に提出しな
ければならない。
③締切り後のキャンセル、出場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｡
⑤郵送の場合は現金書留で送付すること。（締切日当日の消印有効）レース当日の受付は一切行わない｡
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。
６．参加受理
①ＭＦＪ国内競技規則に基づく。
②申込み手続きに不備のある場合は、郵送料を差し引いて返却するものとする｡
７．選手受付
大会当日、ＭＦＪ国内競技規則に基づき、参加者の受付を行う。

８．出場車両・タイヤ及びホイールサイズ
全ての参加車両は、MFJ国内競技規則・第3章 競技会〔16.出場車両〕の限度を満たし、安全上完全に整備
されているものでなければならない。
・moto1〜moto3クラスに出場する全ての車両は、ＭＦＪ公認車両に限る。
・アンリミテッド、moto4、moto4ストック、M1、M2、M3クラスに出場の車両は公認車両に限らない。
・モトクロス、エンデューロまたはトライアルタイヤの使用は禁止される。
・エリア選手権に於けるmoto1OPENクラスはアンリミテッド車両及びmoto1車両いずれも参加できる。
・moto1OPEN・moto2（M-1・M-2含む）クラスの使用タイヤについては、追加のトレッドグルーブ、カット等
がフロント及びリヤタイヤに認められる。その他のクラスにおいてはレーシングタイヤの使用及びタイヤ
への加工は認められない。
車両（クラス）
車両
排気量
ホイール/タイヤサイズ
アンリミテッド
市販状態で 460cc 以上の車両 4 ストローク
460cc 以上
4 ストローク
290〜450cc 16〜17 インチ
moto1(M-1)
排気量区分のみ
2 ストローク
175〜250cc タイヤの規定なし
4 ストローク
151〜250cc スリック・レインなど
moto2(M-2)
排気量区分のみ
2 ストローク
86〜125cc
※2011 年度については一般市販車の 400cc は moto1OPEN、moto2 いずれにも参加できる。
一般市販車（国産・外車）
4 ストローク
231〜250cc 14〜19 インチ
moto3(M-3)
4 ストローク
85〜150cc 公道用一般市販タイヤ
レーサー(MX・ED)
2 ストローク
50〜85cc （溝つき）
一般市販車（国産・外車）
moto4
4 ストローク
51〜125cc 14 インチ以下
レーサー(MX・ED)
公道用一般市販タイヤ
一般市販車（国産・外車）
（溝つき）
moto4 ストック
2・4 ストローク 50cc 以下
レーサー(MX・ED)
一般市販車の定義…生産メーカー出荷時に、一般公道用として販売した車両に限る。但し、生産メーカー出荷後に
生産メーカー以外の者が一般走行可能な改良または、エンジン排気量を変更した車両はレーサーとみなされる。
９．ゼッケンナンバー及びレースナンバープレート
●moto1OPEN･･･黒地に白文字 ●moto2･･･黄地に黒文字 ●moto3･･･白地に黒文字
※最低寸法：タテ285mm×ヨコ235mm
※moto4及びmoto4ストック、並びにMクラスは主催者ごとに指定される。
レースナンバープレートは、スーパーモタード競技規則に合致していなければならない｡
不適当とされた場合には修正が要求される。ゼッケンナンバーは主催者が指定する。
１０．レーシングスーツの着用義務
エリア選手権クラス出場選手はＭＦＪ公認ロードレース用皮革スーツまたはスーパーモタード専用スーツい
ずれかを着用しなければならない。
また、レーシングスーツ左胸前部内側または胸部前部下前立に氏名をカタカナで、血液型をアルファベット
で明記しなければならない。
１１．賞及び得点
1）大会ごとの賞典は、クラスごとの総合成績を基本とし、詳細は公式通知により発表される。
2）入賞者には、台数に関わらず完走者に対して、末尾ポイント表に基づきポイントが与えられる。
★2011年度ＭＦＪ近畿ランキング表彰について
年間シリーズランキング表彰式は、本年度は行いません。
年間ランキングの認定証については最終戦終了後、ＭＦＪ近畿より郵送されます。
年間ランキング認定証の発行条件…シリーズ中3戦以上成立したクラスの1〜3位（承認Mクラスは1位のみ）
のみとする。
★固定ゼッケンの付与について
2011年度のMOTO1近畿・中部エリア選手権シリーズの年間ランキング成績（A･Bの総合ランキング）に応じて、
以下のとおり2012年度のMOTO1近畿・中部エリア選手権シリーズ固定ゼッケンを与える。
moto1OPENの上位3名に#1〜#3、moto2の上位3名に#4〜#6、moto3の上位に#7〜9
※同一人物が複数のクラスで3位以内にランク入りした場合は、下位の者に繰り下げて与える。
固定ゼッケンを与えられた者は、出場クラスに関わらず与えられた固定ゼッケンを使用できる。
欠番になった場合、該当者が欠場の場合でも、#1〜#9の番号を与えられた者以外が使用することはできない。
2011年度シリーズ固定ゼッケン
１ 大屋国広
４
２ 河田弘毅
５
３ 浅井大喬
６

中村竜規
鈴木大樹
深見浩資

７
８
９

五十住洋佑
伯川祐太郎
西尾 聡

１２．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。
②出場登録した車両の変更は、ＭＦＪ国内競技規則〔車両の変更〕に基づく。

③車両の変更は、公式予選終了後は、いかなる理由があっても認められない。
１３．抗
議
抗議はＭＦＪ国内競技規則に基づき、手続きをすることができる。
１４．そ の 他
①出場申込用紙不足の場合は日程表に記載された出場申込先に請求またはMFJ近畿・MOTO1中部エリア公式HPよ
り入手すること。
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。
③MOTO1近畿・中部エリア選手権シリーズにおいては入場料500円を徴収するので、ライダーは参加受理書を、
ピットクルーはピットクルー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公式通知及び2011年度版ＭＦＪ国内競技規則に拠る。
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、各主催者により、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・廃棄されます。

■ポイント表
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

２０ １７ １５ １３ １１ １０
９
８
７
６
５
４
３
２
１
予選台数ライセンス区分に関らず、上位15位までの完走者（優勝者の周回数の75％）に上記ポイントが与えられる。
※予選・決勝出走台数が1台の場合は不成立。
◎◎昇格の基準◎◎
moto1OPEN、moto2へ参加したＢ級ライセンス所持者は表Ａに基づき昇格ポイントが与えられ、シリーズランキング上位３名
は翌年度Ａ級へ自動昇格する。昇格の拒否は出来ない
moto3へ参加したＢ級ライセンス所持者も同様にポイントが与えられ、シリーズランキング上位３位以上の成績を修めた者
は翌年度Ａ級へ申請昇格することができる

※エリア戦に参加のＳＭ−Ａ級選手、及び承認Ｍクラスの全参加者は昇格ポイント対象外となる。
※ 最新の昇格ポイントはMFJ近畿・MOTO1中部エリア公式HPから確認できます。
※ 全日本近畿大会他イベントの前後は更新が遅れる場合があります。悪しからずご了承下さい。

2011年1月1日
ＭＦＪ近畿・中部スーパーモタード部会発表
監修
発行

ＭＦＪ近畿・中部スーパーモタード部会
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.j-bike.jp/kinki/

★

見舞金制度の変更について

★

・2011年のMOTO1近畿・中部エリア選手権大会のエントリー料金にＭＦＪスポーツ傷害基金掛金は含まれません。
・これまでレース時の見舞金制度として適用していた「スポーツ傷害基金」は、2011年4月1日から「スポーツ安
全保険」に移行されます。
・スポーツ安全保険の年間保険金は、ライセンス料金に含まれますので、大会毎に掛金をお支払いいただく必要
はありません。
・これに伴って、見舞金請求の方法も4月1日以降は変更となりますが、本規則書作成時点で、詳細が決まってい
ませんので、4月1日以降にＭＦＪにお問合せ下さい（03-5565-0900）

MOTO1中部エリア公式ホームページ
http://www.shortcircuit.jp/moto1̲chubu/

2011年度ＭＯＴＯ１近畿・中部エリア選手権シリーズ大会日程表
日程

会 場

申込期間

（日）

ʻ10近畿選手権RR・MX・TR・
大阪市西区立売堀１−７−１４
MOTO1ランキング認定式
各種ライセンス講習会併催 近畿モーターサイクルスポーツ協会

大阪市住之江区南港北1-5-102
インテックス大阪６号館５階ホールＧ
TEL 06-6612-8800
http://www.intex-osaka.com/

※表彰式のみ参加は無料
※パーティー参加は有料
中学生以下
……無 料
高校生以上男女
……￥1000

4月10日

MOTO1近畿・中部エリア

（日）

選手権シリーズ

〒〒431-3107
静岡県浜松市東区笠井町1538-1
レアルエキップ
TEL 053-431-5007

愛知県知多郡美浜町野間字馬池16
美浜サーキット
TEL 0569-87-3003
http://mihama-ck.com/

3月21日(月)
↓
3月31日(木)
消印有効

1月23日

5月7日
（土）

大会名称

出場申込場所/主催者
〒550-0012

TEL

第1戦

０６−６５３４−６４２２

スポーツ走行（9:00〜15:00 10,000円）
※上記スポーツ走行は暫定スケジュールですので変更される場合があります。

5月8日

MOTO1オールスター

(日)

第2戦

5月29日

MOTO1近畿・中部エリア

（日）

選手権シリーズ

7月10日

MOTO1近畿・中部エリア

（日）

選手権シリーズ

8月7日

MOTO1近畿・中部エリア

（日）

選手権シリーズ

9月25日

MOTO1近畿・中部エリア

（日）

選手権シリーズ

第2戦

第3戦

第4戦

第5戦

〒520-0363
滋賀県大津市伊香立下龍華町673-1
琵琶湖スポーツランド
TEL:077-598-2888

滋賀県大津市伊香立下龍華町673-1
琵琶湖スポーツランド
http://www4.ocn.ne.jp/~biwako/
TEL 077-598-2888

3月29日(火)
↓
4月17日(木)
消印有効

〒520-0363
滋賀県大津市伊香立下龍華町673-1
琵琶湖スポーツランド
TEL 077-598-2888

滋賀県大津市伊香立下龍華町673-1
琵琶湖スポーツランド
TEL 077-598-2888
http://www.biwako-sportland.com/

5月9日(月)
↓
5月19日(木)
消印有効

〒570-0045
大阪府守口市南寺方中通3-7-8
名阪スポーツランド大阪事務所
TEL 06-6998-9722

奈良県山辺郡山添村切幡1343-1
名阪スポーツランド
TEL 0743-87-0007
http://meihan.motorsport-planet.com/

6月20日(月)
↓
6月30日(木)
消印有効

〒570-0045
大阪府守口市南寺方中通3-7-8
名阪スポーツランド大阪事務所
TEL 06-6998-9722

奈良県山辺郡山添村切幡1343-1
名阪スポーツランド
TEL 0743-87-0007
http://meihan.motorsport-planet.com/

7月18日(月)
↓
7月28日(木)
消印有効

〒666-0214
兵庫県川辺郡猪名川町清水72-1
猪名川サーキット
TEL 0727-69-0193

兵庫県川辺郡猪名川町清水72-1
猪名川サーキット
TEL 0727-69-0193
http://www.inagawa-circuit.com/

9月5日(月)
↓
9月15日(木)
消印有効

※ それぞれの大会直前に、モタードのスポーツ走行日が設定されるように調整しております。
※ 日程、走行枠の空き状況等については、開催されるサーキットへ直接ご確認下さい。

