
 

MFJロードレースアカデミー  4月 16日（土）併催クラス参加者募集中 !! 

★Eクラス（エンジョイ）★Sクラス（スポーツ）★Rクラス（レーサー）★１dayクラス 

             

Eクラス  MFJエンジョイライセンス取得者対象  持ち込み車両にてアカデミー体験 

1） 募集要項  

⚫ 対象 ：    ポケバイ、ミニバイクレース参戦中のお子様  

⚫ 年齢 ：    8歳～11歳（2022年１月１日～12月 31日までにこの年齢であること） 

⚫ 使用コース ： 南コース 

             （走行時間は 10：00～15：00までの 3時間ほどを予定。アカデミークラス（年間）の走行時間外、

もしくは空きスペースを利用します。基本的には、練習走行がメインとなります。 

             初心者の方には、基礎練習あり。）  

⚫ 車両 ：    12インチ・排気量は 125cc以下 (2ストローク、4ストローク) 持込み車両に限る 

⚫ 装備 ：    フルフェイスヘルメット、レザースーツ、レーシンググローブ、レーシングブーツ   

（著しく損傷しているものについては使用を認めない） 

⚫ 料金 ：    3800円（消費税込）  

支払い方法 ：当日現金でのお支払となります。＊お釣りの無いようお願い致します。 

*キャンセル料について：開催日（含む）の８日前まで無料。7日前から参加料の半額を徴収させて頂きます。 

当日および連絡絡なき場合は全額のお支払となります。 （MFJへ振込み） 

⚫ 日程 ：    アカデミー開催日   スケジュールにて併催クラスをご確認ください。 

⚫ 申込期間 ： 開催日の 7日前まで（申込書郵送先まで必着） 

*ご注意：MFJエンジョイライセンスが必要となります。（お持ちでない方は事前にご相談ください） 

詳細は、エンジョイ参加手順（ライセンス未取得者・ライセンス取得者）をご確認ください。 

昼食及び飲み物は各自でのご用意となります。 

  

 

 

 

 



 

 

１dayクラス まる 1日どっぷり練習！ ロードコース走行練習付き 

4月 16日開催に限り 4月 10日（日）まで募集 ＊その他の開催募集は 14日前まで 

2） 募集要項  

⚫ 対象 ：      問わず     

⚫ 年齢 ：      12歳～    *18歳未満の方は印鑑証明書を添付 

⚫ 使用コース ： アカデミー開催日のコース （スケジュールに記載） 

⚫ 車両 ：      排気量は 125cc以上 250cc以下 (2ストローク、4ストローク) 持込み市販車両に限る  

⚫ 装備 ：      フルフェイスヘルメット、レザースーツ、レーシンググローブ、レーシングブーツ   

18歳以下の方はエアバック必須（著しく損傷しているものについては使用を認めない） 

⚫ 料金 ：      18歳以下 25300円（消費税込） 

               19歳以上 28600円（消費税込） 

◆ライセンスをお持ちでない方は以下の追加料金が必要となります。 

別途必要料金：TRMC-S非会員 もてぎ共済会会費 7000円／ MFJ非会員 指定保険料 2,000円  

◆ 注意）１dayクラスの参加料は事前振込みとさせて頂きます。 

支払い方法 ： 振込み  （振込み手数料は自己負担でお願い致します。） 

銀行名   三井住友銀行   支店名   築地支店 

普通預金  6393858       口座名   財）日本モーターサイクルスポーツ協会 

＊キャンセル料について：開催日（含む）の８日前まで無料。7日前から参加料の半額を徴収させ頂きます。 

当日および連絡絡なき場合は全額のお支払となります。 （MFJへ振込み） 

⚫ 日程 ：     アカデミー開催日   併催クラススケジュールを確認 

⚫ 申込期間 ：  開催日の 14日前まで（申込書郵送先まで必着） 

＊4月 16日開催については、4月 10日（日）まで申し込み受付しております。 

昼食及び飲み物は各自でのご用意となります。 

 

■応募方法（全クラス共通） 

⚫ 申込書等の必要書類を MFJホームページよりダウンロード、必要事項をご記入いただき下記へご郵送か 

メールにてご連絡ください。 メールでのお申込みの場合は参加当日に必要書類の原本をお持ちください。 

 https://www.mfj.or.jp/motosports/rdacademy/download/ 

※書類不備の場合は書類が揃った時点で受理となります。 

申込書の郵送先：〒341-0037 埼玉県三郷市高州 4－75－10－402 

MFJアカデミー事務局 

          Mail: mfj.academy@gmail.com 

MFJロードレースアカデミーおよび併催クラス・MFJライセンスに関する問い合わせ     

〒104-0045  東京都中央区築地 3-11-6 築地スクエアビル 10F 

 (一財) 日本モーターサイクルスポーツ協会 アカデミー係    

 TEL：03-5565-0900  

＊ 過去の開催内容は MFJオンラインマガジンをご覧下さい。＜http://www.mfj.or.jp/＞ 
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【併催クラス】 

クラス 料金 

消費税込 

開催日/ 

使用コース 

走行時間 条件 ライセンス 車両 

E エンジョイ 3800円 ﾛｰﾄﾞｺｰｽ以外 

開催日使用ｺｰｽ 

3時間ほど 8～11歳 MFJ ｴﾝｼﾞｮｲ 12 ｲﾝﾁ 

その他要相談 

S スポーツ 

 

3800円 ﾛｰﾄﾞｺｰｽ以外 

開催日使用ｺｰｽ 

3時間ほど アカデミー

受講経験者 

MFJ 

TRMC-S 

事務局へ 

申告 

R レーサー 8800円 ﾛｰﾄﾞｺｰｽのみ 1時間ほど 
ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ 10分 

アカデミー

受講経験者 

MFJ 

TRMC-S 

事務局へ 

申告 

１dayクラス 25300円 

18歳以下 

アカデミー開催日 

使用コース 

1日 18歳以下 

 

MFJ 

TRMC-S 

非会員 ★ 

125～250 

以下 

１dayクラス 

 

28600円 

19歳以上 

アカデミー開催日 

使用コース 

1日 19歳以上 
 

MFJ 

TRMC-S 

非会員 ★ 

125～250 

以下 

★１dayクラスの MFJおよび TRMC-S非会員の方は、別途保険料が必要となります。 

■ S・Rクラスはアカデミー受講経験者のみとさせて頂きます。 

アカデミー卒業生への自主練習サポート枠として設けております。 

◆各併催クラスの開催日はスケージュールを確認 

◆１dayクラスを除き、その他の併催クラスはコース分けにて自主練習走行 

◆１dayクラスはインストラクターが各自にアドバイスを行います  ＊申込 3名以上にて催行 

◆Rクラス・Sクラス同時参加の場合は別々の申込書を提出。年度初回に必要書類提出のこと 

◆雨天時の個人判断によるキャンセルはご返金できませんのでご容赦ください 

◆キャンセル料について：開催日（含む）の８日前まで無料。7日前から参加料の半額を徴収させて頂きます。 

当日および連絡絡なき場合は全額のお支払となります。 （MFJへ振込み） 

 

支払い方法： 振込み  （振込み手数料は自己負担でお願い致します。） 

銀行名   三井住友銀行   支店名   築地支店 

普通預金  6393858       口座名   財）日本モーターサイクルスポーツ協会 

 

 

《2022 MFJロードレースアカデミー開催スケジュール》 ◆募集日および使用コースをご確認ください。 

アカデミー開催日程 使用コース 走行時間 募集併催クラス 

第 1回 4/16 土 南コース 終日 ﾛｰﾄﾞｺｰｽ 16:00～17:00 E・S・R・１day 

第 2回 5/４ 水祝 ﾏﾙﾁコース 終日 ﾛｰﾄﾞｺｰｽ 16:40～17:40 R 

第 3回 5/５ 木祝 南コース 終日 ﾛｰﾄﾞｺｰｽ 16:30～17:30 E・S・R・１day 

第 4回 5/21 土 南コース 終日 ﾛｰﾄﾞｺｰｽ 16:00～17:00 E・S・R・１day 

第 5回 7/16 土 南コース 終日 ﾛｰﾄﾞｺｰｽ 16:00～17:00 E・S・R・１day 

第 6回 7/17 日 南コース 終日 ﾛｰﾄﾞｺｰｽ 16:00～17:00 E・S・R・１day 

第 7回 7/30 土 南コース 終日 RC東 in 16:30～17:30 E・S・R・１day 

第 8回 8/11 木祝 南コース 終日 ﾛｰﾄﾞｺｰｽ 16:00～17:00 E・S・R・１day 

第 9回 8/27 土 (ﾏﾙﾁｺｰｽ)  

南ｺｰｽ 

ﾏﾙﾁ午前 

南 12:00～ 

ﾛｰﾄﾞｺｰｽ 16:30～17:30 E・S・R・１day 

第 10回 8/28 日 南コース 終日 ﾛｰﾄﾞｺｰｽ 

修了走行 

① 09:45～10:45 

② 11:45～12:45 

R 

 


