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2010 MCFAJ 
CLUBMAN MOTOCROSS 
出 場 申 込 書

（　）第１戦 2／21 （日） オフロードヴィレッジ
（　）第２戦 3／21 （日） MX408
（　）第３戦 4／11 （日） NS293
（　）第４戦 5／9 （日） 浅間高原モーターパーク
（　）第５戦 5／30 （日） MX408
（　）第６戦 6／20 （日） オフロードヴィレッジ

（　）第７戦 7／18 （日） 浅間高原MP「第94回全日本MX」
（　）第８戦 8／22 （日） オフロードヴィレッジ
（　）第９戦 9／19 （日） 勝沼クロスランド
（　）第10戦 10／10 （日） 浅間高原モーターパーク
（　）第11戦 11／14 （日） MX408
 

シリーズ（○）で記入

※7／18の全日本モトクロスはレギュラークラスのみ¥1,000アップ

クラブ名 クラブNo.

出場クラス（○で囲む)

出場クラス（○で囲む)

N450 N250 N150 J450 J250 J150 E450 E250   E150   SE150 SE GP   
(旧N250) (旧N125) (旧N85) (旧J250) (旧J125) (旧J85) (旧E250) (旧E125)   (旧E85 )  (旧SE85)

銀行口座振込ご利用の方は
ここにご利用明細書を貼付
し下記へFAXしてください。
FAX：03-6273-2808
ネットバンキングご利用の方は送金情報をA4サイ
ズにプリントアウトし、別紙にてFAX願います。

注意！登録ならびにワンデーライセンス
の方がいる場合は振込はできません
現金書留で送金してください

上部のりづけ

注）同一車両で２種目以上エントリーする場合は同じ段に記入可／別々の車両でのWエントリーには１段ずつ記入／ゼッケンの決まっている方は正しく記入すること
注）ワンデーライセンスで申し込まれる方は裏面にも記入（ワンデーライセンス料SE・E・J・N¥6,000／オープン・PN-A・PN-B・レディース・セニア¥3,000）

オ－プンA・B／プレノービスA・B／レディース(                 　)

レディース セニア
40　50　60

プレノービス
(A) (B)　

オープン
(A) (B)　

レディースプレノービス
(A) (B)　

オープン
(A) (B)　

レディースプレノービス
(A) (B)　

オープン
(A) (B)　

レディースプレノービス
(A) (B)　

オープン
(A) (B)　

レディースプレノービス
(A) (B)　

オープン
(A) (B)　

セニア
40　50　60
セニア
40　50　60
セニア
40　50　60
セニア
40　50　60

¥2,000 ¥2,000¥2,000

＜振込口座＞

八千代銀行

八丁堀支店

普通口座0240864

口座名義：MCFAJモトクロスコイズミハジメ

※PN-A=450・250cc／PN-B=150cc／レディース＝女性ライダーであること／セニア＝40歳以上（車両・資格無制限）
※オープンクラスは～オープンA＝資格も排気量も無制限／オープンB＝150ccクラスの車両で資格はオープン。
※セミレギュラークラス(オープン・PN・レディース・ベテラン)に当日エントリーの場合は上記料金に¥1,000プラス。

誓約書
私は本大会出場にあたりMCFAJ競技規則に従い、スポーツマンシップに則り行動いたします。

万一事故により死亡、負傷及び車両の損害については本人が一切の責任を負い、主催者、役員、

競技関係者に対し賠償を請求しないことを誓約いたします。また理由のいかんにかかわらず

出場料の返還は請求いたしません。なお、死亡したときには相続人についても同様の効力を有

することを誓約いたします。

クラブ代表者署名

昼間連絡先 TEL

夜間連絡先 TEL

印

　（　　　　　　　　　　様方）

ライダー氏名 車名／ccライセンスNo.

ライダー氏名 車名／ccライセンスNo.

ゼッケン
No.

ゼッケンNo.
(希望ゼッケンも可)

１種目¥6,500／２種目エントリー¥10,000
会員   ¥2000
非会員¥4000¥8,000 ¥8,000

MCFAJ会員以外の方は裏面も記入し
ワンデー料金¥3,000プラス

（ワンデー）（ヘルパー）

2010.01.12

（ワンデー）（ヘルパー）

（ワンデー）（ヘルパー）

（ワンデー）（ヘルパー）

（ワンデー）（ヘルパー）

（ワンデー）（ヘルパー）

（ワンデー）（ヘルパー）

（ワンデー）（ヘルパー）

（ワンデー）（ヘルパー）

（ワンデー）（ヘルパー）

全日本モーターサイクルクラブ連盟・事務局 〒157-0067  東京都世田谷区喜多見1-18-19-101
 TEL03-6273-2807／FAX03-6273-2808

備
考

確
認
印

受
付
日

合
計

入
金

書留
振込

月 日 返金
不足￥￥

事務局
記入欄



シリーズ 開催日  会場 締切日：銀行振込＆現金書留（消印有効）

第１戦 2／21 （日） オフロードヴィレッジ ２月　１日（月）
第２戦 3／21 （日） MX408 ３月　８日（月）
第３戦 4／11 （日） NS293 ３月２９日（月）
第４戦 5／9 （日） 浅間高原モーターパーク ４月２６日（月）
第５戦 5／30 （日） MX408 ５月１７日（月）
第６戦 6／20 （日） オフロードヴィレッジ ６月　７日（月）
第７戦 7／18 （日） 浅間高原MP「第94回全日本MX」 ７月　５日（月）
第８戦 8／22 （日） オフロードヴィレッジ ８月　９日（月）
第９戦 9／19 （日） 勝沼クロスランド ９月　６日（月）
第10戦 10／10 （日） 浅間高原モーターパーク ９月２７日（月）
第11戦 11／14 （日） MX408 １１月１日（月）

クラス

MFJ資格(NB)(NA)(IB)(IA)(その他：　　　　　　　）　MCFAJ参加：（初）（以前登録した方→No.          　  )（ワンデー参加→　　年・第　　戦）　

MFJ資格(NB)(NA)(IB)(IA)(その他：　　　　　　　）　MCFAJ参加：（初）（以前登録した方→No.          　  )（ワンデー参加→　　年・第　　戦）　

MFJ資格(NB)(NA)(IB)(IA)(その他：　　　　　　　）　MCFAJ参加：（初）（以前登録した方→No.          　  )（ワンデー参加→　　年・第　　戦）　

MFJ資格(NB)(NA)(IB)(IA)(その他：　　　　　　　）　MCFAJ参加：（初）（以前登録した方→No.          　  )（ワンデー参加→　　年・第　　戦）　

MFJ資格(NB)(NA)(IB)(IA)(その他：　　　　　　　）　MCFAJ参加：（初）（以前登録した方→No.          　  )（ワンデー参加→　　年・第　　戦）　

ライダー名 生年月日（歳） 血液型 住所

※必ず表面のエントリー欄にも必要事項を記入してください

TEL.（平日・本人連絡先）

2010MCFAJ Clubman MX
ワンデーライセンス記入欄

大会開催日および受付締切日

★締切日は大会の14日前の月曜日になります。ご注意ください★
※登録作業の都合上、第１戦のみ締め切りを１週間早めております
※締め切り日を過ぎてしまった場合は必ず事務局までお電話ください
　遅延連絡なしに申し込み手続きいただいても受付られない場合があります
※遅延エントリーの方は¥3,000のペナルティーを追加してエントリーできます
　その場合、必ず大会前々日の金曜午後３時までにお電話ください
　事前に連絡の無かった方のレギュラークラスへの当日エントリーはできません(GP除く)
※MXヘルパーライセンスの方でエントリーされる場合はレギュラー・セミレギュラークラスに関わらず
　１大会につき¥2,500(登録差額分)と、年度最初の出場申込み時に保険加入料¥1600を加算してください。
※2010年度４スト車の音量規制は新車時に94dbマフラー装着または同梱の車両はノーマルの94dbを推奨、
　それ以外のモデルは96dbです。
★ゼッケンナンバーは大会事務局に用意しておりますが、ご自身で用意する場合は見本に近い書体でお願いします。

全日本モーターサイクルクラブ連盟　
〒157-0067  東京都世田谷区喜多見1-18-19-101　TEL03-6273-2807／FAX03-6273-2808
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〒　　　- ／自宅電話等（本人以外緊急時）：

／自宅電話等（本人以外緊急時）：

／自宅電話等（本人以外緊急時）：

／自宅電話等（本人以外緊急時）：

／自宅電話等（本人以外緊急時）：

〒

〒

〒

〒
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