
2023 MFJ ロードレースアカデミー募集要項 

 

対象  : レース経験者 (150・250 クラス／ポケバイ／ミニバイクなど含む) 

年齢  : 12 歳～18 歳  (2023 年 1 月 1 日～12 月 31 日までにこの年齢であること) 

クラス : CBR150R クラス 1 年目 

: CBR250R クラス 2 年目以降   

＊スキルおよび体格により１年目から 250 クラス可 (お申込み前に問い合わせください。) 

参加費用:  

1. CBR150R レンタル車両 309,100 円 (税込) 

2. CBR250R レンタル車両 408,100 円 (税込)  

3. CBR150R 持込み車両  200,806 円 (税込)  

4. CBR250R 持込み車両  282,206 円 (税込) 

受講料に含まれるもの：昼食代・レンタル車両受講者のガソリン代・タイヤ代 

必要ライセンス：MFJ ライセンス(ロードレースジュニア以上) 

MCoM ライセンス(モビリティーリゾートもてぎライセンス) 

＊ライセンス費用は、受講料に含まれませんのでそれぞれ手続きをお願い致します。 

 なお、MFJ ライセンス未取得者は、入校時に講習会を行います。 

MCoM ライセンス取得に関しては、モビリティーリゾートもてぎ(TEL 0285-64-0200)まで 

お問い合わせください。 

 

募集期間       2022 年 12 月 23 日(金)～2023 年１月 13 日(金) 必着 

お申込み方法  年間クラス申込み用紙記入 MFJ ロードレースアカデミー事務局へ郵送 

申込用紙⇒ https://www.mfj.or.jp/wp-content/uploads/2022/12/2023RD_academy_Appform.pdf 

お支払い期限  2023 年 1 月 31 日(火)まで 

 

■お手続きの流れ 

①申込用紙をダウンロード 必要記入事項(日付・押印 忘れずに)ご確認の上、必要添付書類とともに 

下記申込書送付先にご郵送ください。 

②内容を確認させていただいた後、MFJ より入校確定のご連絡をさせて頂きます。 

③MFJ より連絡を受けた申込者は、受講料を指定期日までにお振込み頂けますようお願い致します。 

 

■申込書送付先 

〒341-0037   

埼玉県三郷市高州 4-75-10-402 

MFJ アカデミー事務局  宛て        

 

https://www.mfj.or.jp/wp-content/uploads/2022/12/2023RD_academy_Appform.pdf


■受講料振込先 

三井住友銀行 築地支店  

普通預金 No.6393858   

口座名    (一財)日本モーターサイクルスポーツ協会 

 

■お問い合わせ先 

(一財)日本モーターサイクルスポーツ協会  (MFJ) 

電話 03-5565-0900  MFJ ロードレースアカデミー担当まで 

 

＊退校・休学の場合でも返金はいたしかねます。 

 定員制ではございませんが、5 名以上での開校となります。 

 レンタル車両には限りがございますのでお早めにお申し込みください。 

 

【MFJ ロードレースアカデミー特典】 

ヘルメット   ／アライヘルメット株式会社 様 

アカデミーウェア／株式会社 RS タイチ 様 

MotoGP 日本 GP 観戦チケット／ホンダモビリティランド株式会社モビリティーリゾートもてぎ 様 

＊観戦チケットは、開催年度の状況により観戦エリアおよび枚数の変更がございます。 

 2022 年度協賛 モビリティーリゾートもてぎ様協賛 V 席 アカデミー生およびご家族分パス  

2022 年度手配 アカデミー生 パドックパス(Dorna 発行) 

その他 若手育成のため沢山のご協力会社様と共に MFJ ロードレースアカデミーを運営しております。 

 

 

<2022 年度 MotoGP 日本 GP  MFJ ロードレースアカデミー生 アジアタレントカップテント訪問> 

 



【インストラクター紹介 2022 年度実績】  

＊2023 年度インストラクターは選定中でございます。 

 

■年間インストラクター 

・坂田和人 校長兼任インストラクター  

1994・1998 世界選手権 GP125 チャンピオン／1990 全日本選手権 GP125 チャンピオン 

・小林龍太 チーフインストラクター  

2014 全日本選手権 ST600 チャンピオン 

・小山知良 インストラクター 

2019 全日本選手権 ST600／2000 全日本選手権 GP125 チャンピオン／2007 世界選手権 GP125 3 位 

 

■スポットインストラクター 

武田雄一選手／長島哲太選手／小椋藍選手／山中琉聖選手／藤井謙汰氏 

世界選手権・全日本選手権にて実績のあるトップライダーがインストラクターを務めます。 

 

   

<MotoGP Moto2 クラス 小椋藍選手／MotoGP Moto3 クラス 山中琉聖選手  

MFJ ロードレースアカデミーで若手育成のため、インストラクターを務めてくれました>  

 

 

 

 

 

 

 

 



【2023 MFJ ロードレースアカデミー日程】 

 

＊諸事情により、日程および使用コースを変更する場合もございます。 

また雨天で走行が危険と判断した際は、走行中止となる場合がございます。 

2023  MFJ ロードレースアカデミー 

主催 （一財）日本モーターサイクルスポーツ協会 

共催 ホンダモビリティランド株式会社 

会場 モビリティーリゾートもてぎ (栃木県) 

日程 使用コース 年間 10 回開催 

3 月 12 日(日)   入校式 

4 月 8 日 (土) 南コース・ロードコース 第 1 回アカデミー 

5 月 7 日 (日） 南コース・ロードコース 第 2 回アカデミー 

5 月 21 日(日) 北ショートコース・ロードコース(東 in) 第 3 回アカデミー 

6 月 4 日 (日） 南コース・ロードコース 第 4 回アカデミー 

7 月 15 日(土) 南コース・ロードコース 第 5 回アカデミー  

7 月 24 日(月) 南コース・ロードコース 第 6 回アカデミー 

7 月 25 日(火) 南コース・ロードコース 第 7 回アカデミー  

8 月 26 日(土） 南コース・ロードコース 第 8 回アカデミー 

8 月 27 日(日) 南コース・ロードコース 第 9 回アカデミー 

9 月 18 日(月祝) 南コース・ロードコース 第 10 回アカデミー (模擬レース) 

 

【MFJ ロードレースアカデミー出身ライダー 抜粋】 

アカデミー初入校年度および国内外の活躍および過去実績                        (2022 年 調べ) 

年度 ライダー名 国内選手権 海外選手権  

2007 岡崎静夏 全日本参戦 2016/2018 MotoGP Moto3(ワイルドカード) 

2008 長尾健吾 全日本参戦 2022 鈴鹿 8 時間耐久参戦 

2008 北見 剣  2014 Asia Talent Cup 

2009 吉広 光 全日本参戦  

2010 前田恵助 

全日本参戦 

2017 全日本 ST600 

チャンピオン  

 

2011 三原壮紫  2014 Rookies Cup/CEV 

2011 村瀬健琉 

全日本参戦 

2020 全日本 J-GP3 

チャンピオン 

2022 鈴鹿 8 時間耐久参戦 



2011 伊藤元治 全日本参戦  

2011 長尾健史 全日本参戦 2022 鈴鹿 8 時間耐久参戦 

2012 斎藤 魁  2017 Asia Talent Cup 

2012 中村竜也 全日本参戦 2022 鈴鹿 8 時間耐久参戦 

2012 伊藤和輝 全日本参戦  

2014 山中琉聖  
2016 Asia Talent Cup 2017/2018 Rookies cup 

2019/2020/2021/2022/2023 MotoGP Moto3 参戦 

2014 中原美海  2022 Asia Road Race 参戦 

2015 岡部 怜 全日本参戦  

2015 山田尚輝 全日本参戦 2018 Asia Talent Cup 

2015 梶山采千夏 

MFJCUP 参戦 

2021 JP250(国内) 

チャンピオン 

 

2016 千田俊輝 全日本参戦 2018 Asia Talent Cup 

2017 坂東遼翼  2019 Asia Talent Cup 

2018 小合真二 全日本参戦 2019 Asia Talent Cup ｽﾎﾟｯﾄ参戦 

2018 若松 怜  2019/2020/2022 Asia Talent Cup 

2018 江澤伸也  2022 Asia Talent Cup/2023 Rookies Cup 

2019 三谷 然  2023 Asia Talent Cup 

 

2022 年 アジア地域 国別対抗戦 全６か国参加(開催国：フィリピン) 

参加国  ：インド／タイ／日本／台湾／スリランカ／フィリピン   

使用車両：スクーター／アンダーボーン 

日本代表ライダー：長谷川雷久・栗原文太郎 (MFJ ロードレースアカデミーより選出) 

総合結果：国別対抗戦 日本第３位 

＊目的：Asia 地域のライダー交流およびレース発展向上のため 

 

(敬称略) 


