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2021 MFJ モトクロス全国大会 開催概要 

“MFJ モトクロス全国大会”は、2021 年 8 月 1 日（日）にスポーツランド SUGO で開催！ 

2021年 MFJモトクロス全国大会は、2021年 8月 1日（日）、スポーツランド SUGO（宮城県）で開催されます。 

“モトクロス全国大会”は、各地方選手権シリーズで活躍する国内 A 級、国内 B 級、ジュニアクロス（85cc）のライダーを 

対象に、年に一度開催される国内モトクロスライダーの全国地区対抗戦です。 

全国選抜クラスの優勝者には、2 階級特進の特典も与えられるなど、未来のトップライダーの登竜門として、現在全日

本で活躍中の多くのライダーを輩出している大会です。 

 

■ 日程：2021年 7月 31日（土）：全国大会（承認含む）出場者限定 有料スポーツ走行会 9:00～16:00（予定） 

※走行会は、MX全国大会（NA/NB/ｼﾞｭﾆｱｸﾛｽ/ｷｯｽﾞ 65/ﾁｬｲﾙﾄﾞｸﾛｽ）出場選手のみ参加可能です。 

 

8月 1日（日）  全国選抜クラス ・・・ナショナル（NA）、ノービス（NB）、ジュニアクロス（MJ） 予選・決勝 

承認併催クラス（キッズ 65 予選＆決勝/ﾁｬｲﾙﾄﾞｸﾛｽ決勝） 

※ナショナル（NA）、ノービス（NB）、ｼﾞｭﾆｱｸﾛｽの決勝は各 2 ヒート制で行います。 

※ｷｯｽﾞ 65、ﾁｬｲﾙﾄﾞｸﾛｽ決勝は各 1レースで行います。 

 

■ 会場：スポーツランド SUGO    https://www.sportsland-sugo.co.jp/ 

〒989-1301 宮城県柴田郡村田町菅生 6-1   ☎ 0224-83-3111 

■ 主催：MFJ／SUGOスポーツクラブ 

■ 後援：スポーツ庁、観光庁、村田町（予定） 

■ 出場資格 ＜①②：全国選抜クラス、③併催承認クラス＞ 

※出場選手は全員、開催クラスに適合した 2021年度 MFJ モトクロスライセンス所持者でなければなりません。 

① 有資格者：地方選手権下記大会までの各地区MX地方選手権シリーズの暫定ランキング 1位～15位の選手。 

          ※2021年 7月 4 日までに開催されたモトクロス地方選手権シリーズ 

地区 開催日 会場 暫定ランキング確認＝問い合わせ先 （※エントリー申し込み先ではありません） 

全道MX第 2戦 7月 4日 栗丘ライディングパーク  

一般財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会（MFJ） 

 

http://www.mfj.or.jp/ 

 

広域事務局   ☎ ０３－５５６５－０９３５ 

Eメール     mfj-kouiki@mfj.or.jp 

 

東北MX第 3戦 ５月 23日 藤沢スポーツランド 

関東MX第 5戦 6月 27日 ワイルドクロスパークGAIA 

中部MX第 3戦 7月 4日 いなべモータースポーツランド 

近畿MX第 2戦 6月 13日 プラザ阪下 

中国MX第 5戦 6月 20日 オートランド山陰 

四国MX第 4戦 6月 13日 三豊 

九州MX第 4戦 7月 4日 宮崎セーフティーパーク 

 

② 地区モトクロス部会推薦者 

･･･ ①の出場資格を得られなかったが、MFJ地区モトクロス部会による出場許可を得た者。 

 ※2021年度のMFJ公認モトクロス地方選手権シリーズに 1度も出場した記録の無い選手は、推薦対象外です。 

 

③  併催承認クラス 

ｷｯｽﾞ 65      2021年度 MFJ ﾓﾄｸﾛｽｼﾞｭﾆｱﾗｲｾﾝｽまたはﾓﾄｸﾛｽ PC ﾗｲｾﾝｽ所持者。 

ﾁｬｲﾙﾄﾞｸﾛｽ   小学校 3年生以下の 2021年度 MFJ ﾓﾄｸﾛｽｼﾞｭﾆｱﾗｲｾﾝｽまたはﾓﾄｸﾛｽ PC ﾗｲｾﾝｽ所持者。 

http://www.mfj.or.jp/
mailto:mfj-kouiki@mfj.or.jp


■ エントリー方法 

エントリー期間   2021年 7月 9日（金）～ 7月 19日（月）必着 （←消印有効ではございません） 

エントリー用紙    「MFJ オンラインマガジンよりダウンロードして下さい」  →  http://www.mfj.or.jp 

 

① 全国選抜ｸﾗｽ有資格者（NA，NB，ｼﾞｭﾆｱｸﾛｽ）は、「MX全国大会有資格者用ｴﾝﾄﾘｰ用紙」を使用して下さい。 

② 全国選抜ｸﾗｽの地区モトクロス部会推薦者（NA、NB、ｼﾞｭﾆｱｸﾛｽ）は、「地区モトクロス部会推薦用ｴﾝﾄﾘｰ用紙」

を使用して下さい。 

③ 承認クラス（ｷｯｽﾞ 65、ﾁｬｲﾙﾄﾞｸﾛｽ）は、「MX全国大会併催承認クラス用ｴﾝﾄﾘｰ用紙」を使用して下さい。 

 

■ エントリー料金     

全国選抜クラス  ﾅｼｮﾅﾙ（NA）/ﾉｰﾋﾞｽ（NB）/ｼﾞｭﾆｱｸﾛｽ   ・・・ 決勝 2 ヒート 

13,200円（本体 12,000円+消費税 1200円）  

併催承認クラス   ｷｯｽﾞ 65                     ・・・ 決勝 1レース 

8,800円（本体  8,000円+消費税 800円）  

                ﾁｬｲﾙﾄﾞｸﾛｽ                     ・・・ 決勝 1レース 

6,100円（本体  5,714円+消費税 386円）  

         ※マイラップスポンダーをお持ちの方は、上記エントリー料金のみとなります。 

         ※マイラップスポンダーのレンタルをご希望の方は、上記料金と別途 1,650円（税込）が必要です。 

 

■ エントリー先 （受付事務局）   

①（全国選抜有資格者）と③（承認併催クラス）に出場を希望する選手は、現金書留またはWEBエントリーのどちらかで、

不備の無いよう、決められた期間内にお申込み下さい。 

 

※ 現金書留による申込み  【エントリー締切日必着厳守です。消印有効ではございません。】 

〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町 2-244-14 

 ㈱コネクト内  「2021モトクロス全国大会 係」 

 TEL/FAX 048-627-9730    e-mail : connect@keb.biglobe.ne.jp 

 

※ WEBエントリーによる申込みの方は、以下「東北モトクロス選手権」の WEBサイトよりお申込み下さい。 

http://www.touhoku-race.com/ 

【支払い方法】 

銀行振込（エントリー締切日まで振込お願いします。） 

武蔵野銀行 宮原支店（店番 025）普通：1191803 （株）コネクト（カ.コネクト) 

 

②全国選抜地区モトクロス部会推薦者の手続きについて 

何らかの理由により出場資格（暫定ランキング 1～15 位）を得られなかった選手が出場を希望される場合、ライセンス

所属地区のモトクロス部会での審議にて認められた場合、推薦を受けることができます。 

※2021 年度の MFJ公認モトクロス地方選手権シリーズに 1度も出場した記録の無い選手は、推薦対象外です。 

 

 

＜推薦者の手続き方法（選抜クラス）＞ 

① 「地区モトクロス部会推薦用エントリー用紙」に必要事項を記入し、7月 1日（木）～7月 12日（月）必着に、 

㈱コネクトへ「仮エントリー手続き」を行って下さい。 

             ※エントリー用紙を㈱コネクトへ Eメールにて送信する。（仮段階で料金支払いは不要） 

②  7月 12日（月）必着後に、ライセンス所属地区のモトクロス部会において出場可否審議が行われます。 

③  出場が認められた場合、正式にエントリ―に関するご案内を㈱コネクトから連絡させて頂きます。 

ご連絡をさせて頂いた後、正式なお手続きをして頂きます。 

http://www.mfj.or.jp/
mailto:connect@keb.biglobe.ne.jp
http://www.touhoku-race.com/


■有料パドックの申込みについて 

     ①あらかじめスペースを確保することができます。 

     ②車両の大きさにより、価格が異なります。ご希望の方はエントリー時にお申込み下さい。 

     A) 4t・コースターサイズ （コマ寸法：縦 6ｍ×横 10ｍ）  ・・・ 10,000円（税込） 

     B) 乗用車・ハイエースサイズ（コマ寸法：縦 6ｍ×横 5ｍ）・・・  6,000円（税込） 

※有料パドックは先着順とします。申込が予定の台数を超えた場合、お断りすることがございます。     

※有料パドックが定員に達しなかった場合は、空いている場所から自由に取ることが出来ます。 

 

■前日スポーツ走行料について 

    走行料 SSCM会員： 2,000 円 ビジター：4,700円  ※SSCM新規入会：27,500円、更新 21,500円  

会員入会は随時可能です。 

※適用保険の都合上、2021 ﾓﾄｸﾛｽ全国大会の全国選抜クラスまたは承認クラスの出場者のみの参加とさせて 

頂きます。 

 

■賞典 

① 全国選抜各クラス（ｼﾞｭﾆｱｸﾛｽ／ﾉｰﾋﾞｽ（NB）／ﾅｼｮﾅﾙ（NA）の 2 ﾚｰｽ総合優勝者には、2022 年度の MX ライセ

ンスにおいて 2階級特進の権利が与えられます。   

② 全国選抜クラス（ｼﾞｭﾆｱｸﾛｽ／ﾉｰﾋﾞｽ（NB）／ﾅｼｮﾅﾙ（NA）の 2 ﾚｰｽ総合結果 1 位～6 位の選手に正賞と副賞を

贈呈します。 

③ 併催承認クラスのｷｯｽﾞ 65・ﾁｬｲﾙﾄﾞｸﾛｽＡ・ﾁｬｲﾙﾄﾞｸﾛｽ B の各決勝レース 1 位～6 位の選手に正賞と副賞を贈

呈します。なお、ﾁｬｲﾙﾄﾞｸﾛｽのみ、参加選手全員に記念品を贈呈します。 

④ 全国選抜クラス（ｼﾞｭﾆｱｸﾛｽ／ﾉｰﾋﾞｽ（NB）／ﾅｼｮﾅﾙ（NA）の中で、クラスごとに最も成績の良かった地区代表選

手の点数を合計し、最も得点の高かった地区を最優秀地区賞と致します。全国選抜クラスに出場した当該地

区代表選手全員に賞を贈呈します。（ただし承認クラスは対象外となります） 

※ 代表地区とは、出場権利を獲得した選手権シリーズ地区が、その選手の代表地区となります。 

（例）ﾗｲｾﾝｽで関東地区所属選手が、東北選手権シリーズに出場し、ポイントをとって場資格を得た場合 

→東北地区所属とみなします。 

※ 地区ﾓﾄｸﾛｽ部会推薦で出場権利を得た者は、推薦を受けたﾗｲｾﾝｽ所属地区を当該選手の代表地区と 

判断します。 

 

■結果 

全国選抜クラス【ﾅｼｮﾅﾙ（NA）、ﾉｰﾋﾞｽ（NB）、ｼﾞｭﾆｱｸﾛｽ】は、決勝レースを 2 ヒート制で行い、2 ヒートの総合結果   

（ヒートⅠ/ヒートⅡの合算順位）を最終リザルトとして取扱い、総合結果で表彰されます。 

※総合結果で同点となった場合は、2021MFJ 国内競技規則書 301頁 23 総合順位の決定方法を適用し、 

ヒートⅡ上位の者を優先といたします。 

 

■適用規則 

競技関連 

⚫ 2021 年 MFJ 国内競技規則書の「第 1 章総則」、「第 2 章ﾗｲｾﾝｽ」、「第 3 章競技会」、「第 4 章 MFJ 裁定

規則」、「付則 15 モトクロス競技規則」、「付則 17 モトクロス基本仕様」、「付則 18 国内モトクロス技術仕

様」、ならびに「本大会特別規則（公式通知）」に則り開催致します。 

⚫ モトクロス全国大会選抜クラスで獲得したポイントの各地方選手権への加算は致しません。 

⚫ 全国選抜全クラスならびに承認併催（ｷｯｽﾞ 65/ﾁｬｲﾙﾄﾞｸﾛｽ）クラスのゼッケン番号は、大会主催者が決定

し、受理書に明記致します。 

※エントリー用紙にてゼッケン番号の希望を申し出ることはできますが、その番号が必ず使用できる保証は  

ありません。エントリー代行業者（コネクト）から正式なゼッケン番号の連絡があるまでは確定致しません。 

※主催者が決定したゼッケン番号を装着して下さい。（希望する番号が受け入れられない場合もございます） 



 

⚫ 各クラスのゼッケンカラー及びサイズは 2021年MFJ国内競技規則書『レースナンバープレート色見本』を

参照して下さい。 

＊ﾅｼｮﾅﾙ（NA）：黄地黒文字、＊ﾉｰﾋﾞｽ（NB）：白地黒文字、＊ｼﾞｭﾆｱｸﾛｽ：赤地白文字、 

＊承認ｷｯｽﾞ 65：緑地白文字、＊承認 CX：白地赤文字 

⚫ すべてのクラス（全国選抜、承認クラス）において MFJ 公認モトクロス用ヘルメットに限り使用が認められ

ます。 

MFJ公認マークの貼付されていないヘルメットの使用はできません。予めご確認の上ご来場下さい。 

 

技術関連 

⚫ 全国選抜クラス ﾅｼｮﾅﾙｸﾗｽ（NA）およびｼﾞｭﾆｱｸﾛｽ（J85））の出場車両は、MFJ 公認車両でなければなり

ません。  ※ﾉｰﾋﾞｽ（NB）、承認ｷｯｽﾞ 65、承認ﾁｬｲﾙﾄﾞｸﾛｽは、公認車両規則適用外です。 

⚫ ﾅｼｮﾅﾙｸﾗｽ（NA）およびｼﾞｭﾆｱｸﾛｽ（JX））の出場車両は、2021 年 MFJ 国内競技規則書 付則 17 モトクロ

ス基本仕様、付則 18 国内モトクロス技術仕様に合致していなければなりません。 

⚫ ﾉｰﾋﾞｽ（NB）、承認ｷｯｽﾞ 65 の出場車両は、2021 年 MFJ 国内競技規則書 付則 17 モトクロス基本仕様に

合致していなければなりません。 

⚫ 承認ﾁｬｲﾙﾄﾞｸﾛｽの車両は、2021 年 MFJ 国内競技規則書 付則「18-2 50cc クラスの仕様について」に合

致していなければなりません。 

⚫ 排気量区分    

クラス 排気量 備考 

 2ストローク 4ストローク  

ﾅｼｮﾅﾙ（NA）、        

ﾉｰﾋﾞｽ（NB） 

100cc～125cc 

175cc～250cc 

175cc～250cc 

290cc～450cc 

※OPENクラスは、1 ｸﾗｽまたは 2 ｸﾗ

ｽの排気量区分に適合していること。 

ジュニアクロス（85cc） 65cc～85cc 85cc～150cc  

“承認” ｷｯｽﾞ 65 

（K65） 

49cc～65cc 49cc～110cc 2021MX ｼﾞｭﾆｱまたは MXPC ﾗｲｾﾝｽ

所持者 

“承認” チャイルドクロス 

（CX） 

～50cc ～50cc 小学校 3年生以下で、 

2021MX ｼﾞｭﾆｱまたは MXPC ﾗｲｾﾝｽ

所持者 

  ※KTM150SXは、モトクロス特別公認車両として 1 クラス（2st175cc～250cc/4st250cc～450cc） ならびに 

OPEN クラスへ出場することが認められます。 

 以上 


