
親愛なるサー、マダムへ、 

2021 年 8 月 1 日にギリシャのメガロポリスで開催される 2021FIM ジュニアモトクロス世界選手権/カ

ップに関する情報を同封します。 

 

1.規制 

2021 年の FIM ジュニアモトクロス世界選手権/カップ規則と FIM テクニカルルールは、以下の FIM の

Web サイトで入手できます。 

2021FIM ジュニアモトクロス世界選手権/カップレギュレーション 

2021FIM テクニカルルールモトクロス 

 

2.特別規則 

同封されているのは、イベントに関する実用的な情報を含む補足規則のリンクです。 

 

3.エントリーおよびその他のさまざまな情報 

2021 FIM ジュニアモトクロス世界選手権は 85cc と 125cc の 2 つのクラスに制限されており、2021FIM

ジュニアモトクロスワールドカップは 65cc の 1 つのクラスに制限されていることに注意してくださ

い。 

同封されているのは、エントリー、新しいエントリー手順、オンラインで登録するためのエントリーリ

ンク、ナンバープレート、FIM ジュニアモトクロス世界選手権/カップのロゴなどに関する情報です。 

 

4.FMN 代理人または連絡担当者 

同封されているのは、イベント中の FMN デリゲートおよび/または連絡担当者に関する情報です。 

 

5.ライドグリーンカップジュニアモトクロス 

同封には、イベント期間中に開催される「ライドグリーンカップジュニアモトクロス」に関する情報が

掲載されています。 

 

6.スターティングナンバー 

同封されているのは、スターティングナンバーに関する情報です。イベントにライダーが参加する

FMN は、10 日以内に FIM によってスターティングナンバーが通知されます。その期間内に FIM の確

認が届かない場合は、すぐに mxjuniorregistration@fim.ch までご連絡ください。 

 

7.入場料 

入場料はかかりません。 

2021 年の FIM ジュニアモトクロス世界選手権/カップへの参加を希望するライダー、およびこのイベン

トに関係するすべての人にこの情報を送信していただき、ありがとうございます。 

皆様のご応募をお待ちしております。2021 年の FIM ジュニアモトクロス世界選手権/カップでライダー

の皆様のご活躍をお祈りしております。 

コメントの追加 [嶋崎1]:  

https://www.fim-moto.com/fileadmin/user_upload/65.200.01_MXGP_En_2.pdf
https://www.fim-moto.com/fileadmin/user_upload/2021_0_MOTOCROSS_TECHNICAL_RULES.pdf


1.新規登録手続き方法 

エントリーの登録はオンラインで行われます。 

ステップ 1：FMN は、登録プラットフォームの個人ログインを要求して受け取る必要があります。 

ステップ 2：https：//fim-rider-registration.com/federation/federationlinks にログインすると、FMN は

「エントリーフォーム FIM ジュニア MX」リンクを選択し、クラスごとにライダーを入力します。 

「既知のライダー」のリストにライダーが存在しない場合、FMN には 2 つのオプションがあります。 

1）「新しいライダーのリクエスト」のリンクに新しいライダーのすべてのデータを入力します 

2）または、FMN は、「新しいライダーのリクエスト」というリンクをライダーに送信して、ライダーの

個人情報を入力させることができます。 

 

完了すると、FIM は新しいライダーを登録プラットフォームに処理し、FMN は上記のリンクからこの新

しいライダーを選択してイベントに参加できるようになります。 

各 FMN は、2021FIM ジュニアモトクロス世界選手権/カップの各クラスに最大 5 人のライダーを入れる

ことができます。 FMNR は 7 人のライダーを入れることができます。 

 

このイベントに参加するライダーは、次を満たしている必要があります。 

-適切な年齢であること。 

-代表する国のパスポートを所持していること。 

-FMN が発行した有効な 2021FIM ジュニアモトクロス世界選手権（記事番号 62 205 11）/ワールドカッ

プライセンス（65 215 11）の所有者であること。 

 

2021 年の FIM ジュニアモトクロス世界選手権/カップへの参加資格を得るには、また FIM ライセンスを

取得するために、ライダーは「FIM アンチドーピングコードの承認と同意」フォームに個人的に署名す

る必要があります。 

 

ライダーは、FMN によって認定された「FIM アンチドーピングコードの承認と同意」のコピーを常に携

帯している必要があることに注意してください。このコピーを FIM ライセンスで保持することをお勧め

します。 

フォームは、ライダーが登録されると登録プラットフォームで利用可能になり、各ライダーがフォーム

に署名できるように、ライダーの FMN が期限内にダウンロードする必要があります。 

登録プロセスに関するご質問は、以下にお問い合わせください。 

FIM / Dirk De Neve 氏または Sandra Berthoud 夫人：mxjuniorregistration@fim.ch 

2021 年ジュニアモトクロス世界選手権/カップへのエントリーは、エントリーの締め切り日である 2021

年 6 月 29 日までに行う必要があります。 

 

 

 

 



2.年齢 

各クラスの年齢は次のとおりです。 

-65cc クラス：  最低年齢：10 歳  最高年齢：12 歳 

2009 年 1 月 1 日から 2011 年 7 月 30 日までの間に生まれたライダー 

-85cc クラス：  最低年齢：12 歳  最高年齢：14 歳 

2007 年 1 月 1 日から 2009 年 7 月 30 日までに生まれたライダー 

-125cc クラス：  最低年齢：13 歳  最高年齢：17 歳 

2004 年 1 月 1 日から 2008 年 7 月 30 日までの間に生まれたライダー 

 

最低年齢の制限は、ライダーの誕生日の日付から始まります。最大年齢の制限は、ライダーが 12 歳（65cc

クラス）、14 歳（85cc クラス）、17 歳（125cc クラス）に達する暦年の終わりに終了します。 

 

3.FMN 代理人または連絡担当者 

私たちは非常に若いライダーを扱っているので、イベントに参加するすべての FMN は、後の段階で FMN

に送信される公式フォームを使用して現場で FMN 代理人を指名することをお勧めします。この FMN 代

理人は、有効な FIM オフィシャルライセンスの所有者である必要があります。 

これが不可能な場合は、イベント中に信頼できる FMN 担当者を現場で指名することをお勧めします。こ

の人は、FIM オフィシャルのライセンスを保持してはなりません。 

FMN デリゲートまたは FMN 連絡担当者は、FMN デリゲートを優先して、レースディレクションの会

議に出席することができます。 

 

4.ライドグリーンカップジュニアモトクロス 

「ライドグリーンカップジュニアモトクロス」は、主にライダーと代表チームが現在の FIM 環境規制に

準拠するためのコミュニケーションとモチベーションに基づいています。目標は、若いライダー、そのチ

ーム、保護者がコンテストに積極的に参加することを奨励することです。サーキット、パドック、機械お

よび信号エリア、衛生設備、オートバイの洗浄エリアなどでの行動に、FIM 環境コードをどのように適

用しますか？ポスター、Facebook ページ、Instagram、ビデオなどを通じて、環境に関する知識を示し、

意識を高める上で、彼らはどの程度創造的ですか。 

最もクリエイティブな代表チームが審査員によって優勝し、「ライドグリーンカップジュニアモトクロス」

を持ち帰り、表彰台に招待されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.ライダー/メカニックのアパレルと外観 

ライダー、メカニック、チームメンバーは、シャツ/ユニフォーム/衣類に FIM ジュニアモトクロス世界

選手権/カップのロゴを表示することをお勧めします。 

ナショナルチームは、ライダー、メカニック、チームメンバーのためにシャツ/ユニフォーム/衣類を用意

することをお勧めします。 

 

装備と防護服： 

この装備には、ブーツ、手袋、ジャージ、ズボン、および変更されていない上半身全体の保護具（前面と

背面）が含まれますが、これらに限定されません。変更されていない、肩、肘、膝の保護は必須です。手

袋は、各練習、予選、サイティングラップまたはレースの開始時に着用する必要があります。 

現在の FIM ジュニアモトクロス世界選手権/カップ規則および付則の付則「2.9 ライダーアパレル」およ

び「2.10 ライダー/メカニック/チームウェア」と、現在の FIM モトクロステクニカルルールの付則「3.1

練習中およびレース中の装備と保護服」を参照してください。。 

 

6.オートバイ 

FIM ジュニアモトクロス世界選手権/カップは 2 ストロークエンジンモーターサイクルのみに限定され

た競技であることに注意してください。 

ライダー1 人につき 1 台のオートバイのみが許可されます。 

現在の FIM ジュニアモトクロス世界選手権/カップ規則の付則「3.1 モーターサイクルとクラス」および

付則「5.3 予備技術検証」を参照してください。 

 

7.騒音レベル 

FIM ジュニアモトクロス世界選手権/カップに定められたサウンドレベルに注意してください。 

-事前車検 

65cc / 85cc  111 dB / A 

125cc   114 dB / A 

-レース後車検 

65cc / 85cc  112 dB / A 

125cc   115 dB / A 

現在の FIM ジュニアモトクロス世界選手権/カップレギュレーションおよび付則の付則「5.3 予備技術検

証」および付則「5.32 各レース後のサウンドレベルの制御」を参照してください。現在の FIM モトクロ

ステクニカルルールの「79.04 サウンドリミット」。 

これらの技術的検証中に、ライダーは検証のためにヘルメット、上半身全体の保護装置、およびレーシン

グジャージを提示する必要があります。 

ライダーまたは法定代理人が署名した技術管理のライセンスも持参する必要があることに注意してくだ

さい。 

 

 



8.スターティングナンバー 

イベントのスターティングナンバーは FIM によって割り当てられます。 

FMN /ライダーはリストから 2 つのスターティングナンバーを選択できます（例：ライダーが国内または大陸の競技会で

使用している番号）が、この番号を受け取る保証はありません。したがって、エントリーフォームでスターティングナン

バーの 2 番目の選択肢を指定してください。 

要求された番号がまだ利用可能な場合、それはライダーに割り当てられます。 

ライダーに番号が発行されると、それが彼の要求によるものであれ、FIMの決定によるものであれ、変更することはでき

ません。 

 

9. FIM チャンピオンシップのロゴ、ナンバープレート、番号 

FIM チャンピオンシップ/カップのロゴは、モーターサイクルのフロントとサイドのナンバープレートに表示する必要が

あります（添付のロゴを参照）。 

ログインをリクエストしてライダーを登録したすべての FMN は、個人情報ページでチャンピオンシップのロゴを見つけ

ることができます。 

二輪車のナンバープレートに表示されている色は次のとおりです。 

-65cc クラス：青色の背景  白色の数字/ FIM カップのロゴ 

-85cc クラス：白地  黒の数字/ FIM チャンピオンシップロゴ 

-125cc クラス：黒の背景  白の数字/ FIM チャンピオンシップのロゴ 

これらの配色は尊重されなければなりません。詳細については、現在の FIM ジュニアモトクロス世界選手権/カップ規則

の付則「3.2 フロントナンバープレート」および「3.3 サイドナンバープレート」を参照してください。 

 

10.特別規則 

特別規則は、ダウンロードできる FIMWeb サイトで公開されています。 

2021 年補足規則-FIM ジュニアモトクロス世界選手権/カップ 

 

11.受付 

金曜日の 09:00 から 17:00 まで。ライダーは以下を提示する必要があります。： 

•法定代理人を伴った、行政管理下にある自分自身。 

•自身のパスポートと法定代理人のパスポート。 

•FIM ジュニアモトクロス世界選手権/カップのライセンス。ライダーまたは法定代理人が署名する必要があります。 

•法定代理人が署名したエントリーフォームと「FIM アンチドーピングコードの承認と合意」フォームのコピー。 

 

12.その他 

宿泊施設：詳細については、Roula Zotali：にお問い合わせください。 

alma.megalopolis@hotmail.com 

 

トランスポンダータグホイヤーマイラップ：120 ユーロのデポジットで無料でご利用いただけます。 

トランスポンダーの所有者も 10 ユーロのデポジットで無料で利用できます。 

 

パドックレストラン：木曜日の時点で、セルフサービスとテイクアウト。メニューには、飲み物、冷たい軽食、スブラキ、

子豚（地元の特産品）、ギリシャ風サラダ、果物、デザートが含まれます。 

 

https://fim-rider-registration.com/Login?ReturnUrl=%2ffederation%2ffederationlinks
https://www.fim-moto.com/fileadmin/user_upload/Documents/2021/205_01_AMOTOE_Megalopolis.pdf
mailto:alma.megalopolis@hotmail.com

