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             2022 MFJ モトクロス全国大会   公式通知 No.2 

開催日 2022 年９月 24 日（土）～25日（日）           2022.9.16 

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 （一財）日本モーターサイクルスポーツ協会 / いなべモータースポーツランド 

後援 スポーツ庁、観光庁 

 
本大会に出場する全クラスのライダー及び登録ピットクルーは、2022年度 MFJライセンス（有効期限2022年4月1日～2023年3月末）を 
所持していなければなりません。 
※エントリーを受理された場合でも、2022年度 MFJライセンスに登録されていない方は、本大会へ出場することはできません。 
 

１． 公示                                                                

       本大会は、2022年度ＭＦＪ国内競技規則書、本大会特別規則（公式通知）に則り、開催致します。 

                     https://rules.mfj.or.jp/ 

  ※本大会の公式通知や重要なお知らせは、以下のグーグルドライブにてお知らせします。随時ご確認下さい。 

                https://drive.google.com/drive/folders/1OjZ0kng3DPYjSTlj8EYV2QIwsd7L5ZXg?hl=ja 

２． 開催クラス                                                               

競技会格式 クラス名称 
予選周

回数 
予選組数 決勝競技時間 決勝ﾋｰﾄ数 排気量区分 

公認クラス 
ナショナル 

（NA） 
５周 

1 組 

（２２台） 
15 分+1 周 2 

175cc～250cc（4st）、290cc～450cc（4st） 

100cc～125cc（2st）、175cc～250cc（2st） 

公認クラス 
ノービス 

（NB） 
５周 

1 組 

（１４台） 
10 分+1 周 2 

175cc～250cc（4st）、290cc～450cc（4st） 

100cc～125cc（2st）、175cc～250cc（2st） 

公認クラス 
ジュニアクロス 

（4st150cc/2st85cc） 
５周 

1 組 

（２７台） 
10 分+1 周 2 85cc～150cc（4st）、65cc～85cc（2st） 

承認クラス 
キッズ 65 

（65cc） 
４周 

1 組 

（２９台） 
10 分+1 周 2 49cc～110cc（4st）、49cc～65cc（2st） 

承認クラス 
チャイルドクロス 

Ａクラス（50cc） 
４周 

1 組 

（２２台） 
8 分+1 周 2 ～50cc 国内車両メーカー 

承認クラス 
チャイルドクロス 

Ｂクラス（50cc） 
４周 

  1 組 

（６台） 
8 分+1 周 2 ～50cc 外国車両メーカー・Ｅクラス 

（）内の数字はエントリー台数です。 悪天候等、その他の都合により上記内容が変更される場合があります。 

＊「決勝グリッドの選択優先順を決める為の予選レース」 です。 

＊全クラスの予選レースのグリッド選択優先順は、予選スタート前にウェイティングエリア入口にて抽選で決定します。 

3． パドックの利用について                                                          

① ゲート OPEN時間  →  9月 23日（祝金）AM 7:00（第 2パドック） 

近隣住民への配慮から、無料パドックのゲートオープンまでの待機場所について別紙「無料パドックのご案内」

に明記してある通り、到着順に待機してください。（公道での待機はくれぐれもしないようお願いします。） 

また他の選手の場所取り、上記時間より前の場所取りは禁止させていただきます。場所取りがありましたら撤去

させて頂きます。 

※第 1 パドックの有料パドックを購入済みの方で夜間にご来場になる場合は、ご自身のパドックに入場して頂いても構

http://inabe-msl.com/
https://rules.mfj.or.jp/
https://drive.google.com/drive/folders/1OjZ0kng3DPYjSTlj8EYV2QIwsd7L5ZXg?hl=ja
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いません。23 日朝にパドックパスを確認致しますので、必ずダッシュボードに掲示してください。パスがない場合は、

駐車をお断り致します。 

※9 月 23 日（金）は、「全国大会参加者限定 有料スポーツ走行会」を開催致します。 

 

② 入場証（パス）の提示について 

⚫ 入退場時における、入場証ならびに駐車パスの表示は特に必要ありません。 

⚫ 有料パドックをご購入頂いた方は、あらかじめスペースを確保してあります。 

有料パドックをご購入頂いた方のみ、いなべモータースポーツランドより、駐車パスをお送りします。パスをご提示ください。 

 

【注意事項】 

① パドックではお互いに譲り合いの精神を持ち、スペースの有効利用にご協力下さい。 

他エントラント分の場所取りや過度な広さのスペース確保、オフィシャルの指示に従わない、他者への暴力行為などがあった場合、 

出場するライダーへのペナルティーの対象となる場合があります。主催者または施設（いなべモータースポーツランド）の指示に必ず従って下さい。 

② パドック内での宿泊において、周囲に迷惑をかける行為（飲酒や深夜までの騒ぎ声など）は絶対にお止め下さい！ 

迷惑行為を行った上、主催者の指示に従わない方は、会場から撤退して頂く場合もございます。【花火・直火の禁止】 

③ パドック内での貴重品はすべて、自己責任において管理をお願いします。 

パドック内で盗難事故発生の報告を受けておりますので、厳重に管理をお願いします。本大会主催者ならびに施設は一切関知致しません。 

④ パドック内で発生した事故や紛争について、主催者ならびに施設は一切関知致しません。 

パドック内で発生したエントラント同士の事故や紛争について、当事者間で解決願います。本大会主催者ならびに施設は一切関知致しません。 

⑤ 競技用車両の移動乗車時は必ずヘルメットを着用して下さい。スクーターや自転車などでの場内移動は禁止します。 

ヘルメットを着用せずに乗車した場合、誰が乗車していたかに関らず当該車両で出場している選手に対してペナルティーを科すこともあります。 

公道を通る際ならびに係員の指示があった場合は必ず、競技車両から降り、押して移動して下さい。 

※事故発生防止の為、乗り物（電動を含むエンジン付）を使用した移動は禁止します。 

 

4． 選手受付・車検                                                            

（1）スポーツ走行会 ・・・ 9/23（祝金）に 2022 MX 全国大会参加者（NA/NB/JX/K65/CX）限定のスポーツ走行会を実施します。 

              ＊参加には、別途費用が発生します。詳細は下記ご参照下さい。 

https://www.mfj.or.jp/wp-

content/uploads/2022/02/%E3%80%900804%E3%80%91%E5%88%A5%E7%B4%99%E2%91%A02022MX%E5%85%A8%E5%9B%BD%E5%A4%A7%E4%BC%9A%E

5%87%BA%E5%A0%B4%E8%80%85%E9%99%90%E5%AE%9A_%E6%9C%89%E6%96%99%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84%E8%B5%B0%E8%A1%8C%

E4%BC%9A%E3%81%AE%E6%A1%88%E5%86%85%EF%BC%88%E5%B7%AE%E6%9B%BF%E7%89%88%EF%BC%89-1.pdf 

（2）選手受付 ･･･  ① 9 月 23 日（祝金）14:00～16:00 【全クラス】※選手受付のみです。車検は行いません。 

② 9 月 24 日（土）  8:00～ 8:30 【チャイルドクロス A・B】＆車検 

     8:30～ 9:00  【キッズ６５】＆車検 

            9:00～ 9:30  【ジュニアクロス】＆車検 

      9:30～10:15 【ナショナル（NA）・ノービス（NB）】＆車検 

          ※23 日に選手受付を済ませた選手も含めて出場者全員、24 日の車検を受けなければなりません。 

 

（3）事前音量測定（任意） 9 月 24 日（土） 9：00～10：15   車検場（予定） 

★事前音量測定は、任意とします。測定希望者は、上記時間内にご利用下さい★ 

               ただし、任意の測定で合格した場合でも、決勝レース終了後の音量測定の合格を保証するものではありません。 

https://www.mfj.or.jp/wp-content/uploads/2022/02/%E3%80%900804%E3%80%91%E5%88%A5%E7%B4%99%E2%91%A02022MX%E5%85%A8%E5%9B%BD%E5%A4%A7%E4%BC%9A%E5%87%BA%E5%A0%B4%E8%80%85%E9%99%90%E5%AE%9A_%E6%9C%89%E6%96%99%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84%E8%B5%B0%E8%A1%8C%E4%BC%9A%E3%81%AE%E6%A1%88%E5%86%85%EF%BC%88%E5%B7%AE%E6%9B%BF%E7%89%88%EF%BC%89-1.pdf
https://www.mfj.or.jp/wp-content/uploads/2022/02/%E3%80%900804%E3%80%91%E5%88%A5%E7%B4%99%E2%91%A02022MX%E5%85%A8%E5%9B%BD%E5%A4%A7%E4%BC%9A%E5%87%BA%E5%A0%B4%E8%80%85%E9%99%90%E5%AE%9A_%E6%9C%89%E6%96%99%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84%E8%B5%B0%E8%A1%8C%E4%BC%9A%E3%81%AE%E6%A1%88%E5%86%85%EF%BC%88%E5%B7%AE%E6%9B%BF%E7%89%88%EF%BC%89-1.pdf
https://www.mfj.or.jp/wp-content/uploads/2022/02/%E3%80%900804%E3%80%91%E5%88%A5%E7%B4%99%E2%91%A02022MX%E5%85%A8%E5%9B%BD%E5%A4%A7%E4%BC%9A%E5%87%BA%E5%A0%B4%E8%80%85%E9%99%90%E5%AE%9A_%E6%9C%89%E6%96%99%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84%E8%B5%B0%E8%A1%8C%E4%BC%9A%E3%81%AE%E6%A1%88%E5%86%85%EF%BC%88%E5%B7%AE%E6%9B%BF%E7%89%88%EF%BC%89-1.pdf
https://www.mfj.or.jp/wp-content/uploads/2022/02/%E3%80%900804%E3%80%91%E5%88%A5%E7%B4%99%E2%91%A02022MX%E5%85%A8%E5%9B%BD%E5%A4%A7%E4%BC%9A%E5%87%BA%E5%A0%B4%E8%80%85%E9%99%90%E5%AE%9A_%E6%9C%89%E6%96%99%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84%E8%B5%B0%E8%A1%8C%E4%BC%9A%E3%81%AE%E6%A1%88%E5%86%85%EF%BC%88%E5%B7%AE%E6%9B%BF%E7%89%88%EF%BC%89-1.pdf
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（4）提出物 

① 全国大会選手受付時 

2022 MFJ モトクロス競技ライセンス（ライダー）、2022MFJ ピットクルーライセンス（エントリー時ピットクル

ー登録された方のみ）、参加受理書、車両仕様書（＊b）、保険証（コピー可）、競技会参加に関する感染防止申告

書、メディカルパスポート 

② 全国大会車検時 

      出場車両（＊a）、車両仕様書（＊b） 

＊a： ナショナルクラス（NA）、ジュニアクロス（JX）は、MFJ 公認車両以外は出場できません。 

＊b： 先に選手受付をお済ませ頂いてから、車検を受けて下さい。 

選手受付にて「受付印」が押印された仕様書を車検でご提出下さい。 

※先に選手受付を行ってから、車検を受けてください。 

※すべてのクラスにおいて、MFJ 公認マークが貼付されている MFJ 公認モトクロス用フルフェイスヘルメット以外 

は出場できません。（公認シールが貼付されているか？あらかじめご確認下さい） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（5）注意事項 

⚫ ピットクルーは、1ライダーにつき最大 2名までとします。エントリー時に登録されたクルー以外、追加は認めません。 

※ただし、2022年度MFJピットクルーライセンス所持者と交代することは認めます。 

大会当日受付にて変更手数料 1000円を支払って下さい。 

⚫ ウェイティングエリア・スターティングエリア・ピットサインエリアはすべて、本大会に登録された 202２ピットクル

ーライセンス所持者のみ入場可能とします。 

⚫ 受付時に配布されたリストバンドと本人のMFJピットクルーライセンスを左腰前部等、身体の見やすい部位に装

着して下さい。 

⚫ トランスポンダーのレンタルを希望される選手は、選手受付にて、トランスポンダー（自動計測装置）のタグを必ず受け取って

下さい。（トランスポンダーとは、車体に発信装置を取り付け、フィニッシュライン通過とともに全車のラップタイムを自動に計

測するシステムです） 

 

トランスポンダーについて   本大会の計測は、MYLAPS（マイラップス）を採用致します。 

①マイポンダーを持ち込みする選手 

➢ エントリー時に本大会で使用する７桁又は８桁のトランスポンダー№を記入してお申し込み下さい。 

➢ 必ず、充電完了の状態にしておいて下さい。 

➢ お手持ちのトランスポンダーに不具合が生じた場合、主催者からのレンタル品に交換して頂く場合がございます。 

※近年、並行輸入やネット通販等流通の変化により、正規輸入代理店を経ない製品が一部流通しておりますが、公認を受けた正規製品とは仕様が異なる

場合や万一コピー商品である場合も想定される為、MFJ公認マークが貼付されていない製品をMFJ公認競技会に使用することは禁止します。 

※万一、公認マークが貼られていたにも関わらずマークが剥がれてしまった場合に対応すべく、これまでは競技会の車検において、公認製品であることの

確認の後、特別検査料を徴収した上で、現地でマークを貼っておりましたが、正規製品との判別が困難である為、本年より製造メーカーまたは正規輸入

代理店に対し、お客様から直接ご連絡頂いた上で公認マーク貼付のご対応を頂くこととなりましたので、くれぐれもご注意下さい。 

※ウェアラブルカメラの使用禁止について     【カメラを取り付けるための台座（ステー）の取り付けも禁止とします。】 

本大会の公式練習・予選・決勝に出場する選手が、ヘルメット・ゴーグルならびに装備品（身体）へウェアラブルカメラを装着することを禁止します。身体

以外への装着は、当該競技会の競技監督に認められた場合のみ認められますが、如何なる場合でも、取り外しを指示された場合、速やかに従わなけれ

ばなりません。 
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➢ レンタル品を使用する場合は、1650円（税込）の費用がかかります。 

➢ マイポンダーは、各自で責任をもって管理して下さい。脱落・破損・紛失等があっても主催者は一切責任を負いません。 

②トランスポンダーを主催者からレンタルする選手 

➢ エントリー時に「レンタル希望」にチェックをしてお申込み下さい。 

➢ 選手受付時に、レンタルトランスポンダーを受け取って下さい。 

➢ 競技会終了後、速やかにご返却をお願いします。（未返却・紛失の場合、主催者から実費ご請求致します） 

③進行方向  右 側 （トップブリッジ・アンダーブラケットの中間フォーク部分）に自分で取り付けること 

➢ 取付用のタイラップは、各自でご準備下さい。 ※大会本部にて 4本 100円で販売しています。 

➢ 脱落防止の為タイラップでしっかり固定し、さらにその上からガムテープ等で補強すること。 

④公式練習の開始前までに、全員、トランスポンダータグを装着すること。 

➢ ウェイティングエリア入口にて、動作チェックを行います。 

➢ エンジン停止状態で押しながら 1台ずつゆっくりと通過すること。 

         

５． 競技について                                                        

本大会は、2022年MFJ国内競技規則書ならびに、「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」及び、本大会特別規則に則り、開催します。 

※チャイルドクロス（承認）は、「付則 18-2  50ccクラスの仕様について」に則ります。 

https://rules.mfj.or.jp/?mode=R1&mno=2 

※Ｅクラス車両は、Ｂクラスへの出場とします。 

（1）コース  

＊ ナショナル（NA）、ノービス（NB）、ジュニアクロス（JX）、キッズ65はフルコースを使用し、チャイルドクロスは、専用のショート

カットコースを使用します。 

＊ 天候またはその他の理由により、コースが変更される場合があります。（その場合、放送・公式通知にてお知らせします。） 

（2）レース方式   

＊ 危険回避の為、全クラスにおいて公式練習の1周目は黄旗静止が提示されます。ジャンプは飛ばずに徐行で走行しなければ

なりません。また、先導するマーシャルを追い抜いてはいけません。 

＊ 公式練習に参加しない場合は競技に出場できません。 （参加の定義＝スタートラインに車両とともに並ぶこと） 

＊ 悪天候またはその他の理由により、各レース時間及び周回数が変更される場合があります。（その場合、放送・公式通知にてお

知らせします） 

＊ チャイルドクロスも含め、すべてのクラスのスタート方式は、スターティングマシンを使用します。 

（3）スターティンググリッド数  

＊ 本大会のスターティンググリッド（決勝出走台数）は、最大で３０台とします。 

（4）決勝進出者選定、グリッド選択優先順の決定方法 

＊予選  ・・・ 決勝グリッドを決める為の予選レースを行います。   

予選グリッド選択優先順 

予選スタート前、ウェイティングエリア入口での抽選により、予選グリッドの選択優先順を決めます。    

※到着した順に、くじを引きます。 

＊決勝  ・・・ 決勝進出者は、完走者の中で予選結果に基づき決勝グリッド選択優先順を決定します。 

※両ヒートとも、予選結果に基づき、選択することとします。 

※予選レースで完走周回数（トップの周回数の 75％の周回数＆小数点以下切り捨て）を満たさなかった選手は、暫定結果発表後 20

分以内に決勝出走嘆願書を審査委員会へ提出することができます。審査委員会で認められた場合に限り、出走が認められます。 

https://rules.mfj.or.jp/?mode=R1&mno=2
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（5）ピットサインエリア   【本大会のピット・サインエリアは1箇所のみとします。】 

① ピットサインエリアは、一方通行となります。出口からピットエリアへの進入、ピットエリア入口からの退出（コース

イン）、ピットサインエリア内での逆走などは、すべて危険走行とみなし、ペナルティの対象となりますので、十分ご

注意下さい。 

② ピットサインエリア内は徐行走行でなければなりません。徐行より速い速度で走行したとオフィシャルに判断され

た選手は、危険走行とみなし、ペナルティの対象となりますので、十分ご注意下さい。 

③ ピットクルーがサインボードを提示する際、走行中のライダーに接触しないように十分注意してください！   

（コースに出っ張り過ぎない、速やかにボードをしまい、サインを出す時間を最小限にする） 

④ 悪天候の場合、ピットサインエリアならびに進入経路が変更される場合があります。変更が生じる場合はブリーフ

ィングならびに公式通知にて公示致します。 

⑤ ピットサインエリアは、公式練習走行中または競技中の走行ライダーとそのライダーに登録が認められたピットク

ルーのみ入ることが許可されます。 

＊本大会出場選手・登録ピットクルーであっても、ご自分の出場しているクラス以外の時間は、ウェイティングエリ 

ア、スターティングエリア、ピットサインエリア、コース内へ入場することができません。 

＊常時、出場するライダーならびに登録が認められたピットクルーは、受付にて受け取ったリストバンドを手首に

着け、さらにピットクルーは、有効なＭＦＪライセンスをオフィシャルが見やすい身体の位置に装着して下さい。  

 

ピットサインエリア 
＊スタート後、パイロン等で 

ピットサインエリアを設定します。 

＊イン側から入り、アウト側から出て下さい。 

      （一方通行） 

＊接触事故には充分ご注意下さい。 

 

車両保管場所 

 

予選グリッド決め抽選場所 

 

(6)  その他競技に関すること 

＊ 予選、決勝レース前のサイティングラップ（下見走行）は、実施しませんので、公式練習で各自ご確認下さい。 

＊ 公式練習時のスタート練習は行いません。 

＊ スタートの手順は. 付則 16 2022年全日本モトクロス選手権大会特別規則（20スタート）に則り、進行致します。 

① レース開始時刻の10分前（集合時間として表記）までにウェイティングエリアへ集合する。 

② レース開始時刻の10分前（集合時間として表記）または当該レースへの出場者が全員揃った時点（タイスケ上の開始時刻

より早まる場合もある）で進行員が移動を指示する。 

③ 進行役員にスタートエリアへの移動を指示された最初の選手が動いた時点から、ウェイティングエリアに遅れて到着した

選手は、最後尾のグリッド選択順となる。 

④ 最後尾の選手がスターティングエリアへの移動を開始した時点で、プレパレーションエリアのゲートを閉鎖する。 

（これ以降に到着した選手は出走できない） 

⑤ タイムスケジュールに遅れが生じる場合もございますので、レース開始時刻を放送や公式通知において、各自必ず確認し

て下さい。 
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2ｍMAX方式による音量測定を実施します。（2022MFJ国内競技規則書 17モトクロス基本仕様 5音量規制に則る） 

＊ 音量値は、最大で 114dB/A以下とします。  レース後の測定は+1.0dB/Aが認められます。 

＊ 決勝終了後（暫定発表から 20分間）、各クラス上位 1～6位までの車両を保管致します。 

所定の場所へ速やかに車両をお持ち下さい。必要に応じて車検・音量測定等を実施致します。 

（7）車両規則 

＊ 公認ナショナル（NA）とジュニアクロス（JX）は、2022年MFJ国内競技規則書付則 17モトクロス基本仕様、 

付則 18国内モトクロスの仕様が適用され、MFJ公認車両のみ使用することができます。 

＊ 公認ノービス（NB）と承認キッズ 65は、2022年MFJ国内競技規則書付則 17モトクロス基本仕様が適用されます。 

承認チャイルドクロス（CX）は、付則 18-2 「50ccクラスの仕様について」が適用されます。 

※車両は安全に走行できるように、十分に整備されていなければなりません。 

＊ 車両変更は、2022MFJ 国内競技規則書付則１５モトクロス競技規則「18 車両ならびにマーキング部品の変更」に則り、所定

の申請用紙に必要事項を明記のうえ、一部品につき変更手数料 5,000円を支払い、再度車検を受けなければなりません。 

＊   大会事務局によって割り当てられたゼッケンナンバーを、必ず車両ゼッケンプレート（フロント、両サイド）に表示して下さい。 

全国選抜クラス  承認クラス 

ナショナル（ＮＡ） 黄色地に黒文字 KIDS65 緑地に白文字 

ノービス（ＮＢ） 白地に黒文字 チャイルドクロス 白地に赤文字 

ジュニアクロス（JX） 赤地に白文字    

※ 文字及び地の色は『艶消し』の色を使用し、蛍光色は使用できません。 

（2022国内競技規則書付則１７モトクロス基本仕様 3-15ナンバープレートでご確認下さい） 

★ウェイティングエリアには、当該レースへ出走するライダーと、主催者からそのライダーに登録が認められ

ているピットクルー（1ライダーにつき最大 2名まで）だけが、ウェイティングエリアに入場できます。 

                            

 

★ウェイティングエリアから移動し、スターティングエリア（グリッド）内は、当該レースへ出走するライダー

と、主催者からそのライダーに登録が認められているピットクルー1名のみが入場できます。 

本大会は、年少者の方にもご参加頂くことを考慮し、当該レースに出場するライダー及びそのライダーにピットクルーとして主催者か

ら登録が認められたピットクルー1名に限り、スターティンググリッド内の地ならしをすることを認めます。 

但し、道具は使用できません。（靴底に金具や突起の付いた履物は道具とみなし、使用を禁止致します。） 

自身のグリッド以外の場所から土などを持ち込むこと、周囲への迷惑行為などが発覚した場合、ピットクルーの作業を禁止する場合

もあります。 

 

★スタートした後、主催者から、当該レースに出走しているライダーに登録が認められているピットクルー

（1ライダーにつき最大 2名まで）だけが、ピット・サインエリアに入場できます。 

 

【注意】 

＊本大会出場選手・登録ピットクルーであっても、ご自分の出場しているクラス以外の時間は、ウェイティング

エリア、スターティングエリア、ピットサインエリア、コース内へ入場することができません。 

＊スタート後はライダーに登録が認められたピットクルー（最大２名）の入場が可能です。スタート完了までは残

り１名のピットクルーはウェイティングエリアで待機してください。 
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６. スポーツ安全保険制度について           https://www.mfj.or.jp/licence/insurance/                  

 
① 怪我、体調悪化した場合の対応について 

 大会開催期間中に負傷または体調が悪化した場合、まずは本大会救護室で診察を受け負傷者名簿の記録を受けて下さい。 

 救護室での記録が無い場合、スポーツ安全保険の給付請求を受けられない場合があります。 

 軽傷であっても必ず救護室に届けて下さい｡ 

 

【最寄りの救急病院】  

病院名：JA三重厚生連三重北医療センターいなべ総合病院 

住所：〒511-0428 三重県いなべ市北勢町阿下喜７７１ 

電話番号：0594-72-2000 

 

※その他外科医対応可能病院 

9月24日：桑名総合医療センター 〒511-0061 三重県桑名市寿町３丁目１１ 

9月25日：青木記念病院 〒511-0068 三重県桑名市中央町５丁目７ 

 

②  救急車の要請について 

 近隣住民や病院に迷惑をかけてしまう場合もあります為、大会事務局の開設時間内（9月24日：AM７時～PM５時、9月25

日：AM７時～PM５時）に、大会主催者（救護）を介さず、参加者や観客個人の判断で直接救急車を要請しないで下さい。競技

時間内は、救護室に医師が常駐しておりますので体調・具合の悪い方は、まず救護室で診察を受けて下さい。健康保険証（コ

ピー可）を持参されることを強くお勧めします。 

 負傷状況により、主催者（救護）の判断で外部病院へ搬送（または指示）される場合があります。その場合は必ず

付添者が同行し、病院での治療費は各自の責任においてお支払下さい。※今後の大会運営に支障をきたす為、

治療費の未払いは絶対にしないでください。 

 救急車による搬送先は、病院の受け入れ状況により異なる場合がありますので、搬送時、係員にご確認下さい。

（救急搬送時は、救急隊員が搬送先病院を決めます） 

 出場選手は、メディカルパスポートをご自身または付添者が常備して下さい。 

（メディカルパスポートは以下からダウンロードできます） 

https://www.mfj.or.jp/licence/downloads/medical-passport-document/ 

 

https://www.mfj.or.jp/licence/downloads/medical-passport-document/
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③ 負傷・疾病者等、救護室利用者の競技出場における対応について 

公式練習・予選・決勝レース等で負傷した選手が、本大会救護室にて治療を受けた後の競技に出場する場合は、本大

会公式レーシングドクターの許可を得なければなりません。例えば、レーシングドクターより、救護室にて再検査を受

けてから出走するよう通告されていたにも関わらず、再検査を受けないまま次レースに出場する為にウェイティング

エリアに選手が来た場合、競技運営団は、当該選手の出場は認めません。また、再検査を受診している時間は、競技

進行に一切考慮致しませんので、選手自身の責任の下、時間に余裕を持って再検査を受診して下さい。救護室にお

ける治療において、本大会公式レーシングドクターが「出走不可」と診断した場合、競技監督から当該選手に対して

「ドクターストップ」を通告します。ドクターストップと診断されたライダーは、いかなる理由があっても競技に出場で

きませんので、ご了承ください。 

 

７． 不出場、リタイヤ届の提出について                                              

★円滑なレース進行を行う為に、出場選手ならびにチーム監督、ピットクルーの皆様へ以下の手続きをお願いします。 

  ① 9月23日（金）までに、エントリーしていた選手が出場できなくなった場合の連絡方法 

     ・・・ いなべモータースポーツランド ☎ 0594-48-3114 または          080-9572-9268 へ直接お電話いただき、 

クラス・ゼッケン・氏名・欠場理由をご連絡ください。 

 

② ９月２４日（土）＜大会当日＞、出場している選手がリタイヤする場合の連絡方法 

・・・ リタイヤ届を大会本部へ提出して下さい。 

 

８．ブリーフィング・集合写真撮影・表彰式・賞典                                                         

（1）ブリーフィング  ・・・202２年 9月 24日（土） AM１０時１５分より   大会本部前にご集合下さい。 

（2）参加者       ・・・本大会へ出場するすべてのライダー  【ブリーフィング終了後に集合写真を撮影します】 

（3）表彰式       ・・・9月 25日（日）15時開始予定  【①～⑥の順番で表彰式を行う予定です】 

① チャイルドクロス A クラス 1位～6位  正賞・副賞   

② チャイルドクロス Bクラス 1位～６位  正賞・副賞 

③ ジュニアクロス        1位～6位  正賞・副賞 

④ ノービスクラス（NB）    1位～6位  正賞・副賞 

⑤ ナショナルクラス（NA）   1位～6位  正賞・副賞 

⑥ キッズ６５           1位～6位  正賞・副賞 

 

※上記は、2ヒート総合結果の順位に基づき表彰します。 

同点となった場合は、202２MFJ国内競技規則書 付則 16全日本モトクロス選手権大会特別規則「23総合順位の決 

定方法」を適用し、 

①上位順位獲得者を優先、それでも決まらない場合は、②ヒートⅡ上位の者を優先として総合結果を決定します。 

 

９．公認クラスの昇格手続きについて（重要）                                        

公認クラスのナショナル（NA）、ノービス（NB）、ジュニアクロス（JX）の 2ヒート総合結果最上位選手（優勝者）には 202３年度に 

“2 階級昇格”の権利が与えられます【申請昇格】。対象の選手には 202２年内に、MFJ本部より郵送でご案内が届きますので、 

202２年 12月 31日（消印有効）までにMFJ本部への申請が必要です。（期限内に申請しなければ権利は消滅します） 

※モトクロス全国大会の順位に基づくポイント付与、ならびに各地方選手権への加算はされません。 
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１０．熱中症の注意と予防対策について                                        

  公益財団法人日本スポーツ協会のサイト 「熱中症を防ごう」 をよくお読み下さい。 

https://www.japan-sports.or.jp/medicine/heatstroke/tabid523.html 

        【スポーツ活動中の熱中症予防 5か条】 

＊無理な運動は事故のもと  ・・・ 環境条件に応じた運動強度の調節、適宜休憩、適度な水分補給を心掛けましょう。 

＊急な暑さには、要注意 

＊失われる水と塩分を取り戻そう 

＊薄着スタイルでさわやかに ・・・ 暑いときは軽装に。素材も吸湿性や通気性のよいものにしましょう。 

＊体調不良は事故のもと   ・・・ 疲労・睡眠不足など体調の悪い時に無理して運動をしてはいけません。 

★体調がすぐれない場合は、遠慮なく医務室へお越し下さい。（異変に気が付いたら少しでも早く！） 

 

１１． 新型コロナウィルス感染防止へのご協力について                                  

（1）大会公式通知、リザルト、ブリーフィング資料等の公示について 

大会公式通知などの資料は、下記WEBサイトにて閲覧できます。 

     https://drive.google.com/drive/folders/1OjZ0kng3DPYjSTlj8EYV2QIwsd7L5ZXg?hl=ja 

なお、競技中も公式通知等のデータは更新されます。   

 

（２） 入場者の検温及び「競技会参加に関する感染防止申告書」の提出について 

① 本大会に入場される方は全員、「競技会参加に関する感染防止申告書」への記入・提出および検温が必要です。 

＊受理書に同封されている「競技会参加に関する感染防止申告書」に必要事項を記入のうえ、大会本部へご提出下さい。 

（以下ダウンロード可能です） 

https://www.mfj.or.jp/licence/downloads/health-document/ 

＊金曜日または土曜日の選手受付時に、「競技会参加に関する感染防止申告書」をご提出頂きます。  

検温を各自で行って記入して下さい。 

＊選手受付時の提出書類ならびに、発熱および「競技会参加に関する感染防止申告書」の内容に不備が無い出場選手と 

登録が認められたピットクルーには「リストバンド」が渡されます。 

「リストバンド」を装着していない方は、ピットサインエリア及びウェイティング・スターティングエリア、コース内に入場するこ 

とが出来ません。  

    ＊金曜日（スポーツ走行）、土曜日、日曜日に使用するリストバンドは同一のものです。 

      万一、破損した場合、破損したリストバンドを大会本部にお持ちください。（新しいリストバンドと交換できます） 

      紛失した場合の再発行はできません。（追加でお渡しすることはできませんので、紛失に特にご注意下さい） 

 

② 会場内では常にマスクまたはフェイスシールド、ネックゲイターなどで鼻と口を覆い、会場内での第三者との接触や 

密閉・密集となる行為は避けて行動して下さい。  

※出場するライダーは、スタート前準備・競技中・競技終了後以外はマスクまたは鼻と口を覆うフェイスシールド等を着用願います。 

※ピットクルーやチームスタッフは常時着用願います。 

                         

12．その他注意事項                                                  

【ゴミは必ず持ち帰って下さい！】 
 

① 全ての参加選手、ピットクルーはMFJ国内規則書、並びに公式通知を熟読し十分理解していなければなりません。  

https://www.japan-sports.or.jp/medicine/heatstroke/tabid523.html
https://drive.google.com/drive/folders/1OjZ0kng3DPYjSTlj8EYV2QIwsd7L5ZXg?hl=ja
https://www.mfj.or.jp/licence/downloads/health-document/
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② 天候その他の理由により、タイムスケジュールは変更される場合がありますので、放送や公式通知等にご注意下さい。 

③ 車中泊される方は、エアコン等の利用でエンジン・発電機をかけたままにすることは、排気漏れや他者に排気ガスを撒く可能性

もあり大変危険です。一酸化炭素中毒は死に至る場合もありますので、ご注意下さい。 

④ ガソリンは金属製の携行缶で携行して下さい。 

⑤ 防火対策として出場選手は、パドック及びトランスポーターへ「ABC粉末タイプ 4型(内容量1.2kg)以上」の消火器を各自ご準

備頂くようご協力下さい。 

⑥ タバコの吸い殻を会場内に捨てると、火災の原因にもつながるため、会場内では喫煙エリアでの喫煙をお願いします。コースサ

イドや観戦エリアなど、多くの人が通ったり、集ったりする場所での喫煙は、喫煙する人が注意を払っていても、他人の身体や衣

服などにタバコの火があたってしまったり、煙を吸わせたりすることがあります。また、会場内には未成年者も多く、タバコを持

った手がお子様の顔のあたりに位置するため危険を及ぼすことがあります。 

⑦ 周りの人に迷惑や被害を与えるおそれのある歩きタバコ、咥えタバコは絶対におやめ下さい。ガソリン等の引火し易い物も多く

使われておりますので、特にパドック内での喫煙はおやめください。 

⑧ 会場内での競技車両移動時にはヘルメットを着用し徐行運転で場内の歩行者に充分配慮して下さい。（注意しても改善がなけ

れば罰則の対象とします。ピットクルーの違反は、登録された選手への罰則として対応します。） 

⑨ ライダーは、走行中以外は常にオフィシャルが見やすい身体にパスを装着して下さい。ピット作業を行うクルーは、パスを各自が

用意したパスケースに入れて装着して下さい。 

⑩ パスの不正使用が発覚した場合は、全て該当選手のペナルティーとして対応します。 

⑪ ゼッケンは規定の文字、色で記入して下さい。規定外の文字で書かれたものや規定外の色の使用は受付できません（守れない

場合は修正してもらう場合があります）。 

⑫ ペットは飼い主の全責任の下、必ずリードにつなぐ等管理して下さい。放し飼いや他のお客様の迷惑になる行為は行わないで

下さい。ペットによる事故やトラブル等の発生はすべて飼い主と当事者の間で解決するものとし、主催者・施設は一切責任を負

いません。 

⑬ 周辺道路に違法駐車を絶対にしないで下さい。 

⑭ 結果に対する抗議受付時間は、暫定結果掲出時刻から20分間とします。保証料を添えた正式な書面で大会事務局に受理され

た事項でない限り、正式な抗議として取り扱い致しません。 

⑮ 会場内で発生したトラブルや事件・事故について大会主催者及び会場は責任を負いません。当事者同士で解決して頂きます。 

⑯ 熱中症に対する注意として、各自でこまめな水分補給や塩分の摂取、充分な休息と睡眠をとり、万全な体調でご参加ください。 

 

2022年９月 16日 

2022 MFJモトクロス全国大会 大会事務局   


