
               

 

 

※この開催概要に記載された内容は、天候やその他の都合により、予告無く変更・中止される場合があります。 

2022 MFJ モトクロス全国大会 開催概要  
今年の“MFJモトクロス全国大会”は、2022年 9月 24日（土）～25日（日）、 

2日間制のスケジュールで、いなべモータースポーツランド（三重県）にて 初開催します。 

“モトクロス全国大会”とは、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、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として開催されています。 

 

■ 日程：  ① 9 月 23 日（祝金）  MX 全国大会（承認含む）出場者限定 有料スポーツ走行会   

→ 詳細は、 別紙① 「2022 MX 全国大会有料スポーツ走行会の案内」をご覧ください。 

※走行会は、MX 全国大会（NA/NB/ジュニアクロス/キッズ 65/チャイルドクロス）出場選手のみ参加可能です。 

       ② 9 月 24 日（土）    MX 全国大会 予選    ＊変更される場合があります。 

       ③ 9 月 25 日（日）    MX 全国大会 決勝    ＊変更される場合があります。 

※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（JX）  

承認併催クラス（キッズ 65 、チャイルドクロス） 

■ 会場：いなべモータースポーツランド   http://inabe-msl.com/ 

〒511-0201 三重県いなべ市員弁町市之原 160  ☎ 0594-48-3114/080-9572-9268 

■ 主催：MFJ／いなべモータースポーツランド 

■ 後援：スポーツ庁、観光庁（予定） 

■ 出場資格 開催クラスに適合した 2022 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 全国選抜クラス出場選手は、MFJ モトクロス地方選手権シリーズ（全道・東北・関東・中部・近畿・中国・四国・九州） 

の 2022年 8月 21 日開催までの暫定シリーズランキングにおいて、各クラス 15位以内の選手。 

◎ナショナルクラス（NA） 

◎ノービスクラス （NB）   

◎ジュニアクロス （MJ）  

※「地区推薦」の制度は、廃止されておりますので、上記の出場条件のみとさせて頂きます。 

② 併催承認クラス 

◎キッズ 65     2022 年度 MFJ モトクロスジュニアライセンスまたは PC ライセンス所持者。 

◎チャイルドクロス 小学校 3 年生以下の 2022 年度 MFJ モトクロスジュニアライセンスまたは PC ライセンス所持者。 

 

■ エントリー方法 

エントリー期間   2022年 8月 24日（水）～ 9月 2日（金）必着 （← 消印有効ではございません） 

MFJ の WEB サイトよりダウンロードして下さい。※エントリー開始前までに、エントリ―用紙と共に公開されます。 

 https://www.mfj.or.jp/national/2022-mx-major-competitions/mfj-mx-national/ 

＊ナショナルクラス（NA），ノービスクラス（NB），ジュニアクロスは、「MX全国大会全国選抜ｸﾗｽ用ｴﾝﾄﾘｰ用紙」を使用して下さい。 

＊承認クラス（キッズ 65、チャイルドクロス）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    計測は、マイラップスシステムを採用します。 

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      ・・・ 決勝 2 レース 

13,200 円（本体 12,000 円+消費税 1200 円）  

併催承認クラス   キッズ 65：8,800 円（本体  8,000円+消費税 800 円）     ・・・ 決勝 2 レース 

チャイルドクロス：6,600 円（本体  6,000 円+消費税 600 円） ・・・ 決勝 2 レース 

             ※いなべ大会の特別企画として、K65 と CX は 2 ヒート制で開催する予定です。 

http://inabe-msl.com/
https://www.mfj.or.jp/national/2022-mx-major-competitions/mfj-mx-national/


＊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）   

出場希望選手は、現金書留または WEB エントリーの何れかにて不備の無いよう、決められた期間内にお申込み下さい。 

① 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  「2022 モトクロス全国大会 係」  携帯 080-6677-4006  担当：福島 

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

 

② WEB エントリーによる申込みの方は、以下の WEB サイトよりお申込み下さい。 

 http://connect-mx.com/   ※エントリー開始前までに公開されます。 

【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) 

 

■有料パドックの申込みについて   【事前にパドックスペースを確保することができます。】 

→ 詳細は、 別紙② 「2022 MX 全国大会有料パドックの案内」をご覧ください。 

 

■前日スポーツ走行料について       いなべモータースポーツランド  TEL：0594-48-3114/080-9572-9268 

     走行料 ： 4,000円（クラス分けあり NA/NB/JX/K65/CX） 

※適用保険の都合上、2022 ﾓﾄｸﾛｽ全国大会の公認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。 

 

■前週走行料について（9 月 17 日、18 日、19 日）      いなべモータースポーツランド  TEL：0594-48-3114/080-9572-9268 

     走行料 ： 4,000円 （クラス分けあり 上級/中級/初級/K65/CX） ※全国大会出場者以外も走行可能日 

     2 日走行割引 ：7,000 円（通常 8,000 円）  3 日走行割引 ：10,000 円（通常 12,000 円） 

 

■賞典 

① ジュニアクロス／ノービス（NB）／ナショナル（NA）の 2 レース総合優勝者には、2023 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。 【申請昇格】 

② ジュニアクロス／ノービス（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ズ 65・チャイルドクロスＡ・チャイルドクロス B・E の決勝 2 レース総合 1 位～6 位の選手に正賞

と副賞を贈呈します。 

 

■結果 

決勝レースを 2 レース制で行い、2 レースの総合結果（レースⅠ/レースⅡの合算順位）を最終リザルトとして取扱い、総合結果

で表彰致します。 

※総合結果で同点となった場合は、2022MFJ国内競技規則書 23総合順位の決定方法を適用し、レースⅡ上位の者を優先とします。 

https://rules.mfj.or.jp/?mode=R2&bno=31&sno=23 

 

■適用規則 

 

競技関連 

⚫ 本大会は、2022 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 国内モトクロスの仕様」、 

ならびに「本大会特別規則（公式通知）」に則り開催致します。 

総則       https://rules.mfj.or.jp/?mode=R1&mno=0 

モトクロス規則  https://rules.mfj.or.jp/?mode=R1&mno=2 

mailto:connect@keb.biglobe.ne.jp
http://connect-mx.com/
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⚫ 公認・承認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。 

※希望するゼッケン番号が重複した場合、以下の優先順位に則り決めさせて頂きます。 

①有効ポイント方式を採用し、【8 月 21 日までの上位 4 大会】の合計で獲得ポイントの多い方を優先に付与します。 

②①で決まらなかった場合は、有効ポイント方式を採用し、【8 月 21 日までの上位 4 大会】の合計で上位入賞回数が多い方

を優先します。 

③①②で決まらない場合は、主催者により付番させて頂きます。 

※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と致しません。 

※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 2022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。 

https://rules.mfj.or.jp/links/%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC.pdf 

＊ナショナル（NA）：黄地黒文字    ＊ノービス（NB）：白地黒文字   ＊ジュニアクロス：赤地白文字、 

＊承認キッズ 65：緑地白文字、    ＊承認チャイルドクロス：白地赤文字 

⚫ すべてのクラスにおいて 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。 

https://rules.mfj.or.jp/links/MFJ%E5%85%AC%E8%AA%8D%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf 

 

技術関連 

⚫ ナショナル（NA）およびジュニアクロス（JX））の出場車両は、MFJ公認車両でなければなりません。     

 ※ノービス（NB）、承認キッズ 65、承認チャイルドクロスは、公認車両規則適用外です。 

⚫ ナショナル（NA）およびジュニアクロス（JX））の出場車両は、2022 年 MFJ 国内競技規則書 付則 17 モトクロス基本仕

様ならびに付則 18 国内モトクロスの仕様に合致していなければなりません。 

付則 17 モトクロス基本仕様  https://rules.mfj.or.jp/?mode=R2&bno=32&sno=ALL 

付則 18 国内モトクロスの仕様 https://rules.mfj.or.jp/?mode=R2&bno=33&sno=ALL 

⚫ ノービス（NB）、承認キッズ 65 の出場車両は、2022 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。 

付則 17 モトクロス基本仕様  https://rules.mfj.or.jp/?mode=R2&bno=32&sno=ALL 

⚫ 承認チャイルドクロスは、2022 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。 

付則 18－2 50cc クラスの仕様について  https://rules.mfj.or.jp/?mode=R2&bno=35&sno=ALL 

 ＊「KTM SX-E 5」「Husgvarna EE 5」「GASGAS MC-E 5」等の電動車両は、B クラス出場車両として認めます。 

      ＊開催日（2022年 9 月 24 日）時点で小学校 3年生までのお子様で、有効な MFJ モトクロスジュニアライセンスまたは 

PC ライセンスを所持されている方にご参加頂くことができます。 

      ＊PC ライセンスで出場される場合、ライダーとともにライセンスに登録されている保護者 1 名をピットクルーとして

登録することができます。MXジュニアライセンスで出場するライダーのピットクルーを登録する場合は、ピットク

ルーライセンス所持者でなければなりません。ピットクルーの登録人数は、1 ライダーにつき最大 2 名までです。 

⚫ 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）、ノービス（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（JX） 65cc～85cc 85cc～150cc 2022MX ジュニアライセンス所持者 

“承認” キッズ 65 （K65） 49cc～65cc 49cc～110cc 2022MX 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、 

2022MX ｼﾞｭﾆｱまたは MXPC ﾗｲｾﾝｽ所持者 

https://rules.mfj.or.jp/links/%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC.pdf
https://rules.mfj.or.jp/links/MFJ%E5%85%AC%E8%AA%8D%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf
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※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。 

※また、「KTM SX-E 5」「Husgvarna EE 5」「GASGAS MC-E 5」等の電動車両は、チャイルドクロス B クラスに出場することを認め

ます。 

※KX112 は、2st125cc 車両と同等の扱いとなります。 

※エンジンの排気量アップ（ストロークまたはボアアップ）は認められません。 

 

 

モトクロス全国大会に関するお問い合わせは 

 

◎エントリー、ゼッケン、受理書の発送の確認など   ・・・ ㈱コネクト   

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

 

◎有料パドック、出店、スポーツ走行、施設情報など  ・・・ いなべモータースポーツランド  

TEL 080-9572-9268   e-mail : info@inabe-msl.com 

 

◎競技規則、特別規則の確認など              ・・・ MFJ 広域事務局  

TEL 03-5565-0935   e-mail :  mfj-kouiki@mfj.or.jp 

  

※エントリーリスト・公式通知・タイスケなどは、エントリー締切後順次、以下ホームページへされます。  

 

https://www.mfj.or.jp/national/2022-mx-major-competitions/mfj-mx-national/ 

 

掲載以上 

mailto:connect@keb.biglobe.ne.jp
mailto:mfj-kouiki@mfj.or.jp
https://www.mfj.or.jp/national/2022-mx-major-competitions/mfj-mx-national/

