
   
 
 
 
 

 

 
 

 

 

◆主催・申込先：KBF communications  

〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町 2-244-14  TEL/FAX 048-627-9730 

お問合せ時間 10:00～16:30（月～金）  e-mail : kbf_comm@kbf.biglobe.ne.jp 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ: http://kbf-communications.com/（案内/ﾚｰｽﾘｻﾞﾙﾄ/ﾚﾎﾟｰﾄ/写真…ｺﾝﾃﾝﾂ盛りだくさん） 

◆協賛各社：㈱造形社 月刊ダートスポーツ/ ㈱ダートフリーク/㈱ウエストウッド井原商会 ＭＸ４０８ 

㈲うず潮レーシング WestPoint/TAM RACING PRODUCTS/ NOTION-X/DESSY JAPAN 

モトテイスト/セーフティーショップおおしま/ヘルスケアブレッド ラッキーズ/ 

豚肉創作料理 美蔵 （順不同） 

 

               

 

ラウンド 開  催  日 エントリー受付～締切日 会  場 

第１戦   ４月 ３０日（日） ４月 １日（土）～４月１７日（月） モトクロスヴィレッジ（埼玉県川越市） 

第２戦   ７月１６日（日） ６月１７日（土）～７月 ３日（月） 鳥海モトクロスランド（秋田県にかほ市） 

第３戦   ８月２７日（日） ７月２９（土）～８月１４日（月） オフロードヴィレッジＢコース（埼玉県川越市） 

第４戦   １２月３日（日） １１月 １日（水）～１１月２０日（月） ＭＸ４０８（茨城県稲敷市） 

第５戦 ２０１８年２月 １２月頃発表予定 １２月頃発表予定 

第６戦 ２０１８年３月 １２月頃発表予定 １２月頃発表予定 

※当日エントリーは行いません ※第５戦・６戦は２０１７年度ライセンスで参加ＯＫ 

 

                

☆  スプリントレース  約 10 分+１周  ２ヒート制（天候、コースコンディションなどにより短縮の場合あり） 

             各クラスグリッド数を超えるエントリーの場合、予選を行う場合があります。 

 

 

☆  ライセンス  

2017 年度有効の MFJ 競技ライセンス必須（種目問わず、エンジョイライセンス含む） 

ピットクルーはＡタイプのみ、競技役員ライセンスは運転免許所持者でスポーツ安全保険加入者のみ 

☆  年齢     

満１６歳以上の健康な方で全ての行動に自身で責任の持てる方（２０歳未満の方は保護者の承諾が必要） 

 

「大人の草レース」 ウィークエンドレーサーズが帰ってきた！！ 

仲間と一緒に、家族と一緒に、非日常をたっぷり楽しむＯＦＦな週末！   

初心者・女性にやさしいクラス分け、その数なんと１９クラス!! 

２０１７年度レースカレンダー 

レース形式 

参加資格 

 



 

   

☆  フルサイズ  2 スト:125cc 以上、4 スト:250cc 以上のレーサー、フロント 21 インチ以上の市販オフロード車 

☆  ミニモト   2 スト: 85cc まで、4 スト: 150cc までのレーサー、フロント 19 インチ以下の市販オフロード車 

☆  ファンバイク CRF100Ｆ、CRF125F、TTR125 などのコンペモデル、KLX125 などの市販車（フロント１９インチ以下） 

※ノーマル車両に限る。但し市販車は安全対策の為、スタンド、保安部品、メーター等取り外しのこと 

※ハンドガードやハンドルなど出力アップにつながらないドレスアップパーツの取り付けはＯＫ 

☆  ファンバイクモディファイ 上記ファンバイクの改造車（マフラー、キャブレター、エンジン、サスペンション、フレームなど） 

※レーサーのエンジン搭載及び 150ｃｃ以上のボアアップはミニモト扱いとなります 

 

◆競技種目一覧 

レベル クラス 年齢制限 
クラス内容 車両

区分 

上級+ レジェンド（賞典外） 16歳以上 

トップライダーの特別クラス（賞典外） 

競技はアドバンスと混走になります。 
MFJ：現役ＩＢ以上と MCFAJ：現役エキスパート以上のライセンス保持者

はこのクラスのみ参加できます。 

オープン 

上級 

アドバンス 16歳以上 事実上のＷＥＲトップカテゴリー 
MFJ：国内Ａ級までと MCFAJ：ジュニアまでのライセンス保持者、４０歳

以上であれば現役ＩＢ以上、現役エキスパート以上のライダーも参加で

きます。 

フルサイズ 

スーパーミニ 16歳以上 ミニモト 

中級+ セニア 16歳以上 インターミディ年齢無制限クラス 

フルサイズ 

中級 

インターミディ +50 50歳以上 

ＷＥＲ恒例の年齢別で競い合える中級者クラス。競技は混走と

なります。 

 
MFJ：国内Ｂ級、MCFAJ：ノービスも参加できます。 

アドバンスとのダブルエントリーも可能です。 

インターミディ -49 16～49歳 

インターミディミニ +50 50歳以上 

ミニモト 

インターミディミニ -49 16～49歳 

初級+ 

ノービス 

16歳以上 

レース経験者だけど初級者のクラス。 
自信がついたら中級クラスへチャレンジ！ 

インターミディとのダブルエントリー可能です 

フルサイズ 

ノービスミニ ミニモト 

ウーマンズ 女性限定クラス オープン 

初級 

ビギナー レース初級者専用のクラス。 

優勝できたライダーは次からノービスへチャレンジしてください！１ｙｅａｒ

クラスとのＷエントリーはできません 

フルサイズ 

ビギナーミニ ミニモト 

フルサイズ 1Year レース経験無し～1年未満のライダー、またはそれ相応の超初

心者専用クラス。 
Ｗエントリー不可。ビギナークラスと混走。 

フルサイズ 

ミニモト 1year ミニモト 

ウーマンズ 1year 超初心者の女性限定クラス オープン 

ファン 

ファンバイクモディファイ 

16歳以上 

ファンバイク改造車（エンジン、サスペンション、フレームの改造ＯＫ。但

しレーサーのエンジン搭載はＮＧ） 

ノービスミニと混走 

ファンバイク ファンバイク ファンバイクのノーマルクラス 

ファンバイクウーマンズ ファンバイクのノーマルクラスで女性限定 

※ 混走予定クラス （下記は混走を予定しているため該当クラスのダブルエントリーはできません） 

ファンバイク/ファンバイクウーマンズ ・ ファンバイクモディファイ/ノービスミニ ・ フルサイズ １year/ビギナー 

ミニモト 1year/ウーマンズ 1year/ビギナーミニ（３クラス） ・  インターミディ－ミニ -49／+50 

ノービスミニ/スーパーミニ ・ アドバンス／レジェンド 

※ 参加台数によってこれ以外の混走又は単独での開催の場合があります。 

 

車両区分 



 

 

                                                                                                                                                                        

区分 エントリー料金 追加エントリー料金 

１クラス \ 7,000 (税込み) \ 3,000 (税込み) 

本大会はマイラップス自動集計システムを使用します。マイポンダーをお持ちの方はそちらをそのまま利用できます。 

マイポンダーをお持ちでない方はレンタルトランスポンダーをお貸しします。毎大会終了後返却してください。 

【告知】2018 年シリーズよりマイポンダーをお持ちでない方は１回につき１０００円のレンタル料が必要となります。 

マイポンダーの購入などお問い合わせは事務局まで。 

 

 

 ☆ １戦ごとの表彰  

各クラス 総合６位までの入賞者を表彰いたします 

副 賞：参加者全員にチャンスがある抽選会で協賛各社様より商品多数あり  

☆ シリーズチャンピオン表彰   

中級者クラス（インターミディ４クラス、セニア、スーパーミニ、アドバンス）の各クラスの最多ポイント獲得者を年間チャンピ

オンとしその栄誉を称え、チャンピオントロフィーを進呈。２０１８年 WER１クラスご招待！ 

 

◆ポイント表    以下の順位に対するポイントが完走者全員に与えられます。※MFJ 昇格ポイントではありません 

順位 1 位 2 位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位 ９位 １０位 

ﾎﾟｲﾝﾄ ２５ ２２ ２０ １８ １６ １５ １４ １３ １２ １１ 

順位 １１位 １２位 １３位 １４位 １５位 １６位 １７位 １８位 １９位 ２０位 

ﾎﾟｲﾝﾄ １０ ９ ８ ７ ６ ５ ４ ３ ２ １ 

 

 

 
本大会はＭＦＪ承認競技会として開催いたします。（ＭＦＪ昇格ポイント等は付与されません） 

競技に関して起こった事故により負傷した場合、スポーツ安全保険（加入団体 MFJ）が適用されます。 

付き添い、観戦者が競技に関して起こった事故により負傷した場合、ＭＦＪ観客保険が適用されます。 

  
傷害保険 

突然死葬祭 

費用保険 

（限度額） 加入区分 掛金 死亡 
後遺障害 

（最高） 

入院 

（事故日からその

日を含み 180日以

内） 

通院 

（30日を限度とし事故日

からその日を含み 180日

以内） 

手術 

子

供 

Ａ

1 
中学生以下 800円 

2,000

万円 

1級 

3,000万円 

4,000円 1,500円 

事故日からその日を

含み 180日以内の所

定の手術 

（1回に限る） 

突然死葬祭費用 180万

円（急性心不全、脳内出

血など） 大

人 

Ｃ 

中学卒業以

上～65歳

未満 

1,850

円 

2～14級 

2,000万円

×等級% 

Ｂ

* 
65歳以上 

1,200

円 

600万

円 

1級 

900万円 

1,800円 1,000円 2～14級 

600万円

×等級% 

Ｃ・Ｂ*区分における 65歳未満、65歳以上 とは 

2016年（平成 28年）4月 1日と、ライセンス申請手続（決済・必要書類の送付）の全てが完了した日のいずれか遅い日の満年齢 

詳しくはこちら   http://www.mfj.or.jp/user/contents/Applications/license/hoken-syougai.html 

参加料金 

賞  典 

保 険 



◆参加車両について    

安全に走行できるか確認の為の車両検査を原則行ないます。但しコンディション等の理由により行わない事もありますので自己管理

のもと充分なマシン整備をお願いします。なお整備されていない車両については、主催者判断により走行を中止することがあります。 

・エキゾーストパイプ・チャンバー・マフラーについては変更可能です。ただし、音量は一般常識内であることが条件です。 

参考値 2 ｽﾄ:96dB/A 以下・4 ｽﾄ:94dB/A 以下  

・各種ドレスアップパーツ（ホイール・ブレーキ・トップブリッジ・ハンドガード・外装パーツ類など）の交換・装着は自由です。

ボアアップやチューニング等も可能です。ただし、安全性には特に留意し、信頼のおける品質の物を使用してください。 

・市販オフロード車両はライト・ウィンカー等の灯火類は取り外すか飛散防止のテーピングを施してください。バックミラー、ナン

バープレート、スタンドは取り外してください。 

・ファンバイククラスはエンジン（CDI 等含む）、サスペンション、フレームの改造は禁止です。灯火類は取り外すか飛散防止のテ

ーピングを施してください。スタンドは取り外してください。ハンドルパイプ、レバー類等ドレスアップパーツは交換可能です。 

・ファンバイクモディファイクラスはサスペンション、エンジン、フレームを含めた改造自由です。但し十分に安全が確保された状

態での参加をお願いします。モトクロッサーのエンジン搭載及び 150ｃｃ以上のボアアップはミニモト扱いとなります。 

 

◆ゼッケンナンバー 

ゼッケンナンバーは年間固定ゼッケン制です。 

希望ゼッケンについて… 

2015 年 WEEKEND RACERS 開催時のゼッケンナンバーを継続、優先します。 

登録ゼッケンナンバー、空きゼッケンナンバーはこちらからご確認ください http://kbf-communications.com/bib-number/ 

空きゼッケンは WEB サイト申し込みフォームから希望ゼッケン登録がきます。（希望ナンバーが取れない場合もあります。ご了承

ください）エントリーの際、ゼッケンナンバーの希望がない場合はエントリー時に事務局で割り振ります。 

胸ゼッケンの販売は行っておりません。参加の際は必ずジャージもしくはプロテクターに  「背中ゼッケン」を表示して下さい。 

飾り文字は禁止、今までの胸ゼッケンの使用可。 

「背中ゼッケン」表示がない場合、集計に関する抗議は一切認められません。 

車両には割り当てられたゼッケンナンバーをゼッケンプレート（フロント・両サイド）に表示してください。 

色の指定は特にいたしませんが、数字の色とプレートの色は、はっきりと区別し数字が読みやすいようにして下さい。 

文字及び地の色はツヤ消しの色を使用してください。（蛍光色はＮＧ）飾り文字も禁止 

 

◆申込方法    

１．公式 WEB サイトからの申込み 

① エントリーフォームに必須事項を入力し送信します。 

② エントリー完了後５日以内にエントリー代を下記の口座へお振り込み下さい。 

※このエントリーの場合、エントリー用紙を提出する必要がありません。 

詳しくはｗｅｂをご覧ください。  http://kbf-communications.com/entry/ 

２．ＦＡＸで申し込み 

① 大会申込書を記入し事務局へＦＡＸします。 

② ＦＡＸ送信後５日以内にエントリー代を下記の口座へお振り込み下さい。 

 

■ 三菱東京ＵＦＪ銀行 笹塚支店（支店コード１３８）普通:０３７４６２０  カ）ケービーエフ 

 

大会事務局  KBF communications   

〒331-0811  埼玉県さいたま市北区吉野町 2-244-14     

                 TEL/FAX 048-627-9730 E‐MAIL kbf_comm@kbf.biglobe.ne.jp 

URL   http://kbf-communications.com/ 
 


