
2015 関東ミニモト  暫定①

大会事務局：ウエストポイントクラブハウス  〒350-0846 埼玉県川越市中老袋 295-5 TEL 049-226-4141

開催クラス レース時間 対 象 章典メダル

５０cc

５０スーパー １０分＋１周
年齢制限なし

ビギナークラスとのＷエントリーはできません
あり

５０オープン ８分＋１周 年齢際限なし なし

５０ボーイズ ８分＋１周 男子限定 （小学生以下） あり

５０ガールズ ８分＋１周 女子限定 （小学生以下） あり

５０ビギナー ８分＋１周

初心者限定 （小学生以下）
ＰＷ・ＱＲの選手には特別賞あるかも！

上位は卒業。過去の当クラス卒業者は出場できません

あり

６５cc
年齢制限なし

６５スーパー １０分＋１周 ビギナークラスとのＷエントリーはできません あり

６５オープン ８分＋１周 ビギナー選手もチャレンジできます なし

６５ボーイズ ８分＋１周 男子限定 あり

６５ガールズ ８分＋１周 女子限定 あり

６５ビギナー ８分＋１周
初心者限定

上位は卒業。過去の当クラス卒業者は出場できません
あり

８５cc
年齢制限なし

８５スーパー １０分＋１周 ビギナークラスとのＷエントリーはできません あり

８５オープン １５分＋１周 ビギナー選手もチャレンジできます なし

８５ボーイズ ８分＋１周 男子限定 あり

８５レディス ８分＋１周 女子限定 あり

８５ビギナー ８分＋１周
初心者限定

上位は卒業。過去の当クラス卒業者は出場できません
あり

ＯＶＥＲ１５ １０分＋１周

・１５歳以上

・マシンオープン

・出場台数多数の場合、マシンカテゴリ分けして表彰

なし

※ ビギナークラスの卒業人数は、当日の出走人数により毎回決定します。

・出走人数 １～１４名＝上位１名が卒業

・出走人数１５～２０名＝上位２名が卒業

・出走人数 ２１名以上＝上位３名が卒業

■参加料金                                          

１クラス参加 ２クラス参加 ３クラス参加

６５００円 ８５００円 ９５００円



２０１５年レース日程（予定）
開催日 会場 開催日 会場

Ｒ１ ２月 １日 モトクロスヴィレッジ Ｒ４ １０月１１日 モトクロスヴィレッジ

Ｒ２ ３月 １日 モトクロスヴィレッジ Ｒ５ １１月２２日 モトクロスヴィレッジ

Ｒ３ ８月１６日 モトクロスヴィレッジ Ｒ６ １２月１３日 モトクロスヴィレッジ

１．参加対象車両                                   

５０cc ＱＲ５０ ＣＲＦ５０ ＸＲ５０ ＰＷ５０ ＴＴＲ５０ ＤＲＺ５０ ･･･ など

ＫＴＭ Ａｄｖｅｎｔｕｅｒ

６５cc
６５cc までの市販２ストロークマシン  １１０cc までの市販４ストロークマシン

ＫＴＭ５０ＳＸ ＰＲＯ  ＫＴＭ５０ ＪＵＮＩＯＲＬＣ／ＳＥＮＩＯＲＬＣ

８５cc ８５cc までの市販２ストロークマシン  １５０cc までの市販４ストロークマシン

ＯＶＥＲ１５ ８５ｃｃ～４５０ｃｃ

改造の規定はありませんが、排気量がアップしたり、大幅に車体の型・大きさが異なる改造は認められません

２．参加申込み方法                                   

エントリー締切は開催日の６日前です。

期限以降の申込は当日エントリーと同様に２０００円増しとなります。

現金書留
申込書に必要事項を記入し、参加費と一緒に書留で郵送してください。

〒350-0846 埼玉県川越市中老袋 295-5  TEL 049-226-4141

ファクシミリ

申込書に必要事項を記入し、ウエストポイントクラブハウスにＦＡＸ送信

してください。レース当日に参加費＋５００円をお支払いください。

FAX № ０４９－２２６－４１４６

なお、申込用紙を送信後は、電話にて送信完了の有無を確認をしていただくか、

インターネットでエントリーリストを確認してください。 http://www.westpoint.co.jp

ただしＦＡＸ到着後、エントリーリストに追加されるまで多少時間がかかります。

開催日当日
朝の受付・車検の時間内に限り、当日参加を受け付けます。

ただし、参加料金は通常料金の２０００円増しとなります。



３．参加者の遵守事項                                          

① スポーツマンとしての態度を保ち、下品な言葉や行動は慎むこと。            

② 故意に他のライダーの走りを妨害するような走り方をしないこと。       

③ 立入禁止区域には立ち入らないこと。また、近隣住民などに迷惑をかけるような行為を行わないこと。

④ 舗装路は公道であるため、横断の際には必ずバイクから降りて、押して横断すること。      

⑤ パドックとして使用した場所は各自の管理とし、ゴミの持ち帰りなど会場の美化に協力すること。

４．参加受理または拒否                                       

① 一旦受理された出場料は、大会中止以外一切返還しません。                             

② 大会中止の場合、参加者が支払った出場料は全額返還されますが、他の一切の損害賠償を主催者に

請求することができません。                             

５．計測チップの管理および保証料金                        
出場車両には、１台づつ必ず計測チップを取り付けていただきます。

計測チップは当日の選手受付時に、保証料金８０００円と引き換えに１個お渡しします。

保証料金は、計測チップ返却の際に返還いたします。

６．車体ゼッケン番号                                   

今シーズン初参戦となるエントリー時に割り振られた番号がシーズン中の固定ゼッケンとなります。

① 受理書は発送いたしません。ゼッケン番号は開催４日前にウエストポイントホームページで発表いたします。

各自ご確認いただくか、電話にてお問い合わせ下さい。                                

② 事務局が決定したゼッケン番号は、レース当日の車検までに出場車両に表示してください。                

・表示場所 → フロントと両サイド（計３ヶ所）                                  

・文字色  → 確認しやすい色（蛍光色は不可）                              

・ベース色 → 番号が見やすい色                                    

７．車検に必要なもの                            

車検場には、下記のものを各自忘れずに持参して下さい。

① 車体ゼッケン および 計測チップを取り付けた状態の出場車両

   ② ヘルメット

   ③ ネックスタビライザー（５０cc・６５㏄クラスのみ）



８．補助ゼッケンについて                                  

雨天やコースがマディコンディションにより車体ゼッケンの確認が困難になった

主催者の判断によりヘルメットの後部に補助ゼッケンプレート（９ｃｍ×９ｃｍ）を

各自取り付けていただきますので、あらかじめご用意下さい。               

９．ブリーフィング                              

参加者は必ずブリーフィングに出席しなければなりません。    

タイムスケジュールに示された時間外にもブリーフィングを行う場合があります。  

１０．音量規制                                  

本大会は音量規制値９６ﾃﾞｼﾍﾞﾙを越えるマシンは出場できません。車検時およびレース中、あきらかに

９６ﾃﾞｼﾍﾞﾙを超えていると思われるﾏｼﾝが確認された場合、その場で退場もしくは走行を中断していただき

ます。 また、グラスウールが整備不良のﾏｼﾝも同対象となりますので、事前に点検しておいてください。  

１１．パドック・洗車について                                   

① 選手用パドックは限られたスペースです。 混雑時等は必要最小限のスペースでご協力願います。     

② スタッフが移動を指示した場合は、速やかに指示に従ってください。

従わない時は退場していただく場合があります。

③ パドック内をスクーターなど原動機付き車両（電動ｷｯｸﾎﾞｰﾄﾞ・ｽｸｰﾀｰ含む）で移動する事は禁止させて

頂きます。 （ただし主催者用車両は除く）            

④ 火気を使用する場合は事前に申し出て、主催者の了承を得てください。（ただし、たき火は禁止）

⑤ 洗車機を使用する場合は、毎回ご利用前に本部にて料金をお支払い下さい。

⑥ パドックでは、各自レジャーシートやマットを持参いただき、地面に敷いた上にマシンを置いてください。

走行後に落ちた泥は、コース戻していただきますようご協力をお願い致します。

１２．レースの中止                                          

主催者が、諸般の理由によりレースを中止しなければならないと判断した場合、大会を中止することが

あります。

事前中止が決定した場合は、電話またはメールで連絡 または ホームページにて告知いたします。



１３．タイムスケジュール （予定）          

７：００～ 受付・車検

８：００～ ブリーフィング・開会式

＊＊公式練習＊＊  

８：３０～８：４０ ５０ｃｃ

８：４５～８：５５ ６５ｃｃ

９：００～９：１０ ８５cc／ＯＶＥＲ１５

＊＊ 決勝レース ２ヒート制 ＊＊

各クラスのエントリー人数により、混走となる場合があります（表彰はクラス別に行います）

ＯＶＥＲ１５

５０オープン

６５オープン

８５オープン

５０ボーイズ／５０ガールズ

６５ボーイズ／６５ガールズ

８５ボーイズ／８５レディス

５０ビギナー

６５ビギナー

８５ビギナー

５０スーパー

６５スーパー

８５スーパー



〒３５０－０８４６　埼玉県川越市中老袋２９５－５
電話　０４９－２２６－４１４１　　
ＦＡＸ　０４９－２２６－４１４６

出場クラス 出場マシン 計測チップ番号

スーパーとビギナーはダブルエントリーできません

第１希望 第２希望 第３希望

無料走行会員番号

　フリガナ 性別 生年月日 歳

電話

ＦＡＸ

携帯

　※ ＭＦＪ競技ライセンス所持者は、ライセンス区分に○をつけ、ライセンス№を記入して下さい。

　ジュニア　　ＰＣ　　エンジョイ　　　ＩＡ　　ＩＢ　　ＮＡ　　ＮＢ -
　　　　　〒　　　　　　－

都　道
府　県

メールアドレス ＠

　誓　約　書　　　　　　年　     　月　     　日 　　　　　ＦＡＸエントリー誓約書

　私は、本競技会の競技規則を十分理解したうえで同意いたします。
また、競技にあたり関連して起こった死亡・負傷、その他の事故等で 　ＦＡＸエントリーの方は開催日当日、
私自身や、同伴者がこうむった損害に対して決して主催者および 受付にて参加費＋５００円をお支払いください。
その関係者、他の参加者に対し、責任を追及したり、損害賠償を 誓約書をよく読み、自筆捺印のうえＦＡＸ送信
請求したり、非難したりしないことを誓約いたします。 していただきますようお願い致します。

　ＦＡＸにてレース参加申し込みをした私は、

私自身の都合により参加をキャンセルした場合
大会開催日から１週間以内に、参加費用の

☆保護者自筆署名　　　　　　　　　　　　　　　 全額を支払うことを誓約いたします。

　参加者が未成年の場合、保護者の署名捺印が必要です

申込者自筆署名　　　　　　　       　　   　　　　　　　　

　１Y ・ ３Ｙ ・ ５Ｙ ・ １０Ｙ　－

　住　所

関東ミニモト参加申込書　　締切りは開催日の６日前（消印有効）

（　　　　　）

（　　　　　）

（　　　　　）

開催日　     年 　　　月　    日

参加費　　　　                　　　　　　　

　　　　　 年　　 　 　月  　　 　 日

印
男
女

　受付窓口
ウエストポイント クラブハウス

固定番号所持者
２０１５年度 希望ゼッケン番号

（同番号希望者複数の場合、先着順）

ウエストポイントからの郵便物に対する個人情報使用許可を　　□する　　□しない

ライセンス
№

出場者
氏名

参加者自筆署名　　　　　　　　　　　　　　　　

計測チップをお持ちの選手は
使用する計測チップの
表面に貼付してある番号を

①

③

②


