
2014 ＷＥＳＴ ＰＯＩＮＴ ＣＵＰ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 （ダブルエントリーはできません）

対象 クラス 車両区分
１チーム

参加費

１チーム

人数

出場車両

台数

初
心

者
６０分

ビギナー

①ナンバー付きの国産市販車

②モトクロス初心者のレーサー

③CRF100・CRF125・KLX110 など

５０００円

１名 １台まで

レンタル

①レンタル車両 ＣＲＦ１００
※マシンのみのレンタルです。

ウェアーのレンタルはできません。

１７０００円

レンタル車両代込み

中

級
・

上
級

者

９０分
市販車

①ナンバー付きの国産市販車

②モトクロス初心者のレーサー

③CRF100・CRF125・KLX110 など
１名で参加 ８０００円

２名で参加 １２０００円
２名まで １台まで

オープン 上記以外の車両

９０分 ２ヒート
午前・午後の

２ヒート総合順位で表彰

オープン
１名で参加 １００００円

２名で参加 １８０００円
２名まで ２台まで

タイムスケジュール（予定）

８：３０～ 受付・車検・ライダースミーティング

１０：００～１１：３０ ９０分(市販車・オープン)／９０分ヒート１

１２：００～１３：００  ６０分

１３：３０～１５：００  ９０分ヒート２

２０１４年レース日程

開催日 会場

第１戦 ５月２５日（日）

オフロードヴィレッジＢコース

第２戦 ６月２２日（日）

第３戦 ７月２０日（日）

第４戦 ９月２１日（日）

第５戦 １０月１９日（日）

第６戦 １１月３０日（日）



１．ポイントランキング                                       
毎シーズンの初回エントリー時にチーム名を登録し、ウエストポイント主催レース専用の「ＷＰチーム№」を

取得していただきます。（エントリー用紙参照）

毎回のレース結果によりチームごとにポイントを付け、

年間ランキングの賞品は、チーム名登録時の代表者にお送りいたします。

２．参加者の遵守事項                                        
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、横断の際には必ずマシンから降りて、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。

３．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。   

⑤ 洗車機を使用する場合は、ご利用前に本部にて５００円(１回使用につき)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下さい。

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。

４．参加申込み方法                                       

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。



５．参加受理または拒否                                       
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。                             

③ 主催者は参加者に対してその理由を明らかにすることなく申込みを拒否、または無効とする権限を有します。

６．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。  

  ■ ＫＸ２５０Ｆ ・ ＫＸ４５０Ｆ について

２０１０年以前のモデルは消音対策が必要となります。 サイレンサーの先を下向き３０度に加工、または

付属品を取り付けて対応してください。（Ｋ－ＭＡＸ Ｂａｆｆｌｅなど） 自作品でもかまいません。

消音対策に関するご相談はオフロードヴィレッジ事務所にて承っております。

７．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。  

８．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。

９．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。

大会終了後、計測チップ返却の際に保証料金８０００円を返還いたします。

１０．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・計測チップを取り付けた状態の出場車両

    ② ヘルメット



１１．車体ゼッケン番号                                     
① 毎回エントリー時の希望ゼッケンで先着順に決定させていただきます。

② 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。

③ 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                               

１２．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場合、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。               



ヘルメットについて                                         
①ＭＦＪ公認ヘルメットで製造後４年以内のものを強く推奨します。

②ＪＩＳ認定番号を取得した製造後４年以内のものを強く推奨します。

③ＰＳＣマークが付いたヘルメットで製造後４年以内のものを推奨します。

④海外直輸入品等で、日本の公認が無いものでは最低限、ＤＯＴ，ＳＮＥＬＬ，ＥＵ指令（ＣＥ）の公認を

受けており、製造後４年以内のものを消極的に推奨します。

⑤上記４項目に合致したもので、オフロード走行に適した形状を有するもの。シールドは装備していないもの。

オープンフェース形状のものについては顔面を保護する機能を有するもの。これらについては車両検査の

合格のための必要条件ではありませんが、お守り頂くことはリスクを低減させることに有効です。

ただし主催者及びその雇員はこれらヘルメットがリスクを無くすことを明示的にも黙示的にも保証するもの

ではありません。

⑥打痕があるもの、シリアスな傷があるもの、その他レース参加に相応しくないものについては検査に合格

しないことがあります。

⑦主催者及びその雇員は車輌検査及びその結果について一切の損害賠償請求から免除されているものとさせて

頂きます。

損傷の責任                                          

① 競技開催中に起こった損傷は自らが責任を負うものとします。    

② 主催者側はいかなる場合も一切の損害賠償責任を負うことはありません。                       

③ 競技に関連して起こった事故により負傷した場合、Ｈｏｎｄａﾓｰﾀｰﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ見舞金制度が適用されます。

                                          （下記参照）

Ｈｏｎｄａモーターレクリエーション見舞金制度

ＨＲＣＪ会員 ＨＲＣＪ会員以外
※補償内容は予告なく変更される

場合があります。

※診断書作成費用は各自負担と

なります。

通 院 ３０００円 １０００円

入 院 ５０００円 ２０００円

後遺障害 １５万～５００万 １５万～５００万

死 亡 ５００万 ５００万

【手続き手順】

①会場内に設置してある「Honda モーターレクリエーションイベント参加者名簿」に直筆で記入して下さい。

記入がない場合、見舞金支払い対象者になりません。

②負傷した場合、大会本部にある「事故報告書」に記入し、大会本部またはクラブハウスに提出して下さい。

負傷した日から２日間以内に「事故報告書」が提出されない場合は、見舞金の請求ができません。

③「事故報告書」提出後、事務局より申請書類一式を発送します。

④ケガが完治した時点（６ヶ月以内に完治の場合）または６ヶ月経過後、見舞金申請書類をクラブハウスに

郵送してください。見舞金の支払いまでは、申請後３ヶ月ほどかかります。



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２９５－５－２ＦTEL:049-226-4141　　FAX:049-226-4146

参加クラスに○を付けて下さい（ダブルエントリーはできません）

①ナンバー付きの国産市販車

②モトクロス初心者のレーサー

③CRF100・CRF125・KLX110など

①レンタル車両 ＣＲＦ１００

※マシンのみのレンタルです。

ウェアーのレンタルはできません。

①ナンバー付きの国産市販車

②モトクロス初心者のレーサー

③CRF100・CRF125・KLX110など

無料走行会員番号

すでに計測チップをお持ちの選手は、チップの表面に

貼付してある番号を下記に記入してください。

第１希望 第２希望 第３希望 未記入の場合は新規チップを登録します。

〒　　　―

都　道

府　県

フリガナ

第２ﾗｲﾀﾞｰ氏名 男 ・ 女　

チーム代表者 氏名 参加者自筆署名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

チーム代表者 住所 □ 上記代表選手住所と同じ 参加者自筆署名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 〒　　　―

毎シーズン、初回参加時にＷＰチーム№登録が必要です。 お預かりした情報は第三者の手に渡ることはありません。

番号で管理するので、同じチーム名でも複数登録できます。 また、６ヶ月以内に焼却処分いたします。

 開催日　２０１４ 年 　　   月　 　    日 出場車輌（　　　　）台
チームで使用するすべての車輌名を記入して下さい

参加費　　

２台まで

上記以外の車両

ＷＥＳＴ ＰＯＩＮＴ ＣＵＰ 参加申込書　　締切りは開催日の６日前（消印有効）

オープン

１名 １台

２名まで

円

計測チップ　シーケンスナンバー
希望ゼッケン番号

希望の番号が重複した場合は先着順となります

フリガナ 性別 生年月日 　　　　　年　　　月　　　日 歳

住　所

代表選手
氏　名

男
・
女

電話 　　　　　（　　　　　　）　　

ＦＡＸ 　　　　　（　　　　　　）　　

携帯

2014年度 チーム名

クラス 車両区分 １チームの参加費
１チーム

人数
１チーム
車両台数

５,０００円

１７,０００円
（マシン代込み）

１名で参加 １０,０００円
２名で参加 １８,０００円

２名まで

１台

 2014年度
ＷＰチーム№

誓　約　書　　　　年　    月　   　日

　　　　　（　　　　　　）　　

９０分２ヒート

６０分ビギナー

６０分レンタル

９０分　市販車

９０分オープン

１名で参加 　８,０００円
２名で参加 １２,０００円

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

2014年のＷＰチーム№がない場合は

コチラに記入して下さい

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

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

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


