
2018は2月25日から
2017シーズンも無事終了しました。これもクラブマンモトクロス関係者の皆様のご協力の賜物と深く感謝申し上げます。
さて先日モトクロス委員会を開き、レース日程・昇格者・レギュレーション等について話し合いました。決定事項をご連絡いたします。

＜2018クラブマンモトクロス・スケジュール＞下記のように年間10戦を開催します。
第１戦	 2/25	 （日）	 オフロードヴィレッジ
第２戦	 3/25	 （日）	 MX408
第３戦	 4/29	 （日）	 モトクロスヴィレッジ
第４戦	 5/20	 （日）	 軽井沢モーターパーク
第５戦	 6/10	 （日）	 オフロードヴィレッジ
第６戦	 7/8	 （日）	 モトクロスヴィレッジ
第７戦	 8/5	 （日）	 軽井沢モーターパーク
第８戦	 9/16	 （日）	 川西モトクロス場
第９戦	 10/7	 （日）	 軽井沢モーターパーク「第102回	全日本モトクロス競技大会」
第10戦	 11/18	（日）	 オフロードヴィレッジ
※ただし今後変更となる場合はクラブマン通信やホームページにて発表しますので、最新の情報にご注意ください。

＜2018登録の早期登録特典＞※別紙登録案内参照
１）2018年1月31日（水）までにクラブ登録（3人以上1クラブ）申し込みでクラブ登録料を¥1,000値引きします（消印有効）。
　	またMX-BRC（個人）登録の方も2018年1月31日（水）までに登録申し込みで¥500値引きいたします（消印有効）。
　	なお希望ゼッケンは登録受付順（早いもの順）で割り振っていきます。FAXや電話などでは予約（確保）できません。

＜2017各クラス年間ポイントランキング・チャンピオン発表＞

＜昇格対象者＞
１）各クラスの年間ポイントランキング上位の方で、自動昇格者を決定しました。なお昇格基準は上位3名とし、点数がギリギリの
　方には本人の意志なども含め検討しました。また昇格対象外であっても常時お立ち台に登っているような速いライダーは、シーズン
　途中であっても委員会推薦として昇格していただく場合があります。
　それ以外でも上位のクラスに昇格、または降格希望の方は「申請書」を提出してください。書式はホームページにあります。

※昇格申請=昇格対象者から惜しくも漏れてしまった方などで、昇格希望の方は「昇格申請」を提出してください。MX委員会で認められる場合があります。

※降格申請=昇格対象者であっても年齢や特別な理由で昇格したくない方は「降格申請」を提出してください。※書式はMCFAJホームページにリンクされてます。

ク ラ ブ マ ン 通 信
i n f o @ m c f a j . o r g
https://www.facebook.com/MCFAJ

＜EJ450＞→SEへ昇格=4位まで

1位		 #93	 斉藤		銀汰	 （野田ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ）
2位		 #11		 中根		隼	 （城北ﾗｲﾀﾞｰｽ）
3位		 #25		 村重		王介	 （Team	YAM）
4位		 #35	 野村		裕一	 （Team	Power	Band）
＜EJ250＞→SEへ昇格=3位まで

1位		 #93		 斉藤		銀汰	 （野田ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ）
2位		 #11		 中根		隼	 （城北ﾗｲﾀﾞｰｽ）
3位		 #25		 村重		王介	 （Team	YAM）
＜EJ150＞→SE150へ昇格=3位まで

1位	 	#3		 加藤		浩介	 （富士ﾗｲﾀﾞｰｽ）
2位	 	#1		 小川		史朗	 （H･R･C）
3位		 #20		 鈴木		崇久	 （富士ﾗｲﾀﾞｰｽ）

GPクラス	 #1	 田渕		武	 Team	TABUCHI
SEクラス	 #1(24)	西		信明	 大磯ﾑｽﾀﾝｸﾞ
SE150クラス	 #1	 大内		健八	 城北ﾗｲﾀﾞｰｽ
EJ450クラス	 #93	 斉藤		銀汰	 野田ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ
EJ250クラス	 #93	 斉藤		銀汰	 野田ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ
EJ150クラス	 #3		 加藤		浩介	 富士ﾗｲﾀﾞｰｽ

★以上の選手が年間チャンピオンです。おめでとうございます。
チャンピオン特典①：ランキング表彰パーティーにご招待（※飲食代は有料）
チャンピオン特典②：第102回	全日本MXのエントリー料金を無料招待

N450クラス	 #121	 岡田		豊蔵	 チーム	トヨクラ
N250クラス	 #121	 岡田		豊蔵	 チーム	トヨクラ
N150クラス	 #88		 早川		清一	 Team	YAM

＜N450＞→EJフルサイズへ昇格=3位まで

1位		 #121	 岡田		豊蔵	 （チーム	トヨクラ）
2位		 #12	 加島		謙吾	 （Team	Power	Band）
3位		 #41		 山崎		省二	 （Team	Power	Band）
＜N250＞→EJフルサイズへ昇格=3位まで

1位		 #121	 岡田		豊蔵	 （チーム	トヨクラ）
2位		 #12	 加島		謙吾	 （Team	Power	Band）
3位		 #145	 笹川		活禎	 （ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾚｰｼﾝｸﾞ＆ﾊﾆｰﾋﾞｰ）
※HPのポイント表で3位	#85	三木選手は第7戦終了後に申請によりEJへ昇格済み

＜N150＞→EJ150へ昇格=3位まで

1位		 #88		 早川		清一	 （Team	YAM）
2位		 #99		 折笠		令	 （REAL	FLAT）
3位		 #67	 猿渡		蒼人	 （ﾍﾟﾝｷﾞﾝﾚ - ｼﾝｸﾞ with ﾋﾟｭｱﾃｯｸ）



　

＜ランキング表彰パーティー＞
　　2017年度優秀選手をご招待（飲食代は有料）しての表彰パーティーを2月上旬に予定しております。
　　表彰対象者はMCFAJ正規会員の自動昇格者と、最上位クラスのSEは上位３名程度。
　　日時、場所などの詳細が決定次第、該当者に個別にご案内を差し上げます。
＜ゼッケンナンバーについて＞
１）昇格者の2018年度のルーキーゼッケンと指定ゼッケンは下記の通りです。
２）2018希望ゼッケンについては2桁または100番代の３桁まで。もしくは３桁のうち1文字以上１番が入っていること。（例：711）
　　なお希望ゼッケンは登録順となります。登録用紙のゼッケン欄にご記入のうえ、お早めの登録手続きをお勧めいたします。　　　
３）クラスごとの指定されたゼッケンカラーを厳守してください。特に当日エントリーの方はご注意ください。

＜最優秀クラブ賞＞
・ランキング上位（指定ゼッケンリスト）に最も多くのクラブ員が入っているクラブには
　「最優秀クラブ賞」として記念品をご用意し、ランキング表彰パーティー会場、または
　第１戦の会場（OFV）で贈呈いたします。
・2017年最優秀クラブ賞は「城北ライダース」になりました。おめでとうございます。
＜表彰式の形式を変更＞
・現在はレース直後の暫定表彰を行い、賞典などを渡す表彰式は順次本部でお渡しする形式でしたが、これを見直します。
・２ヒート制のGP・SE・SE150はヒート１のみ暫定表彰を実施。ヒート２は行いません。その他の暫定表彰は行いません。
・午前中のレースは昼休みに表彰式を順次行います。・午後のレースと２ヒート制は全レース終了後に行います。
・入賞者全員を表彰し賞典を渡します。ここでシャンパンシャワー＆入賞者コメントも実施します。じゃんけん大会なども検討。
＜その他＞
・オープンクラスはEJ&NフルサイズのBレースとしての意味合いを持たせ10分+1周とします。混走のPN、VMXも同様です。
・ビンテージMXはセミレギュラークラスとして全てのコースで開催します。
・LoXは事前エントリーはおろか、当日エントリーも無い大会が多かったので廃止とします。
・クラス編成、エントリー料金は2017と同様で変更なし。またエントリー早割、許可証割引は継続します。
※年末年始の営業については、12/29（金）〜1/8（月）までが事務局の正月休みとなります。
　電話対応は休みになりますが、FAX、メール、現金書留等は受け取れますのでご遠慮なくクラブ登録をお申し込みください。
※MXエントリー用紙と規則書は、2018登録いただいたクラブに順次、ライセンスカードと一緒に郵送します。
　

※Facebookでも最新情報ご覧になれます。「MCFAJ　FACEBOOK」で検索してください。メール＝info@mcfaj.org
URL＝mcfaj.orgMCFAJ事務局

〒157-0067	東京都世田谷区喜多見1-18-19-101	TEL03-6273-2807／FAX.03-6273-2808

＜GPクラス＞　※GPは希望ゼッケンのみ。
＜SEクラス＞
EJ-93	 →	SE-01	 斉藤		銀汰	 野田ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ
EJ-11	 →	SE-02	 中根		隼	 城北ﾗｲﾀﾞｰｽ
EJ-25	 →	SE-03	 村重		王介	 Team	YAM
EJ-35	 →	SE-04	 野村		裕一	 Team	Power	Band
SE-1	 →	SE-1	 西		信明	 大磯ﾑｽﾀﾝｸﾞ
SE-111	→	SE-2	 向井		努	 Cool	Line	with	K-cross
SE-87	 →	SE-3	 PAULO		S.ARAUJO　MX	BRAVES
SE-634	→	SE-4	 大内		健八	 城北ﾗｲﾀﾞｰｽ
SE-01	 →	SE-5	 高橋		実	 小田原ﾙｰﾄ１
SE-7	 →	SE-6	 中根		健	 城北ﾗｲﾀﾞｰｽ
SE-67	 →	SE-7	 猿渡		良彦	 ﾍﾟﾝｷﾞﾝﾚ - ｼﾝｸﾞ with ﾋﾟｭｱﾃｯｸ
SE-177	→	SE-8	 新毛		聖一	 LynxTrick
SE-625	→	SE-9	 宮本		英治	 TEAM-M･1-RACING
SE-18	 →	SE-10	 阿久津		成一	 城北ﾗｲﾀﾞｰｽ

＜SE150＞
EJ-3	 →	SE-01	 加藤		浩介	 富士ﾗｲﾀﾞｰｽ
EJ-1	 →	SE-02	 小川		史朗	 H･R･C
EJ-20	 →	SE-03	 鈴木		崇久	 富士ﾗｲﾀﾞｰｽ
SE-1	 →	SE-1	 大内		健八	 城北ﾗｲﾀﾞｰｽ
SE-111	→	SE-2	 藤田		康高	 東京ｵｰﾄｸﾚｲｼﾞｰ
SE-329	→	SE-3	 加藤		貴理	 The	Goodfather
SE-3	 →	SE-4	 飯田		益巳	 隼	ROOST
SE-22	 →	SE-5	 安孫子		賢二	 てびち
SE-5	 →	SE-6	 牧野		篤	 レーシングチーム鷹
SE-12	 →	SE-7	 加藤木		桂	 TEAM-M･1-RACING
SE-100	→	SE-8	 山崎		進喜	 青梅ﾌｧﾝﾄﾑＣ
SE-24	 →	SE-9	 西		信明	 大磯ﾑｽﾀﾝｸﾞ
SE-30	 →	SE-10	 雨宮		舞美	 XPKレーシング

＜EJ450&250＞
N-121	→	EJ-01	岡田		豊蔵	 チーム	トヨクラ
N-12	 →	EJ-02	加島		謙吾	 Team	Power	Band
N-41	 →	EJ-03	山崎		省二	 Team	Power	Band
N-145	→	EJ-04	笹川		活禎	 ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾚｰｼﾝｸﾞ＆ﾊﾆｰﾋﾞｰ
EJ-9	 →	EJ-1	 加藤		浩介	 富士ﾗｲﾀﾞｰｽ
EJ-20	 →	EJ-2	 鈴木		崇久	 富士ﾗｲﾀﾞｰｽ
EJ-29	 →	EJ-3	 星野		健一	 Cool	Line	with	K-cross
EJ-28	 →	EJ-4	 NUNEZ		ARIEL　MX	BRAVES
EJ-14	 →	EJ-5	 有賀		亮	 ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｲﾂ	RC
EJ-37	 →	EJ-6	 山		英靖	 野田ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ
EJ-411	→	EJ-7	 海老根		勝	 Heart	Rocker
EJ-01	 →	EJ-8	 畔蒜		秀享	 Me&Her	Racing
EJ-145	→	EJ-9	 安部		善政	 Team	YAM
EJ-10	 →	EJ-10	榎戸		栄一	 オヤジライダース

＜N450&250＞
N-125	→	N-1	 矢嶋		忠	 本庄レーシング-Ⅱ
N-25	 →	N-2	 水島		雅浩	 アルファスリー
N-27	 →	N-3	 佐藤		智和	 湘南MCC
N-93	 →	N-4	 FERREiRA		･M･ORLANDO　MX	BRAVES
N-10	 →	N-5	 折居		繁好	 山梨ｵｰﾄﾊﾞｯﾌｧﾛｰｽﾞ
N-20	 →	N-6	 村田		勇司	 Team	YAM
N-72	 →	N-7	 齋藤		裕也	 Team	YAM
N-11	 →	N-8	 廣瀬		幹人	 富士ﾗｲﾀﾞｰｽ
N-34	 →	N-9	 廣田		隆一	 大磯ﾑｽﾀﾝｸﾞ
N-4	 →	N-10	 山田		昌伸	 タカレーシング

＜EJ150＞
N-88	 →	EJ-01	早川		清一	 Team	YAM
N-99	 →	EJ-02	折笠		令	 REAL	FLAT
N-67	 →	EJ-03	猿渡		蒼人	 ﾍﾟﾝｷﾞﾝﾚ - ｼﾝｸﾞ with ﾋﾟｭｱﾃｯｸ
EJ-34	 →	EJ-1	 斉藤		匡彦	 隼	ROOST
EJ-62	 →	EJ-2	 片岡		夏来	 MX134
EJ-88	 →	EJ-3	 水嶋		智	 TEAM	MX	JAPAN
EJ-23	 →	EJ-4	 Pereira		Marcelo　MX	BRAVES
EJ-39	 →	EJ-5	 中野		亮	 隼	ROOST
EJ-153	→	EJ-6	 蓮見		和久	 The	Goodfather
EJ-75	 →	EJ-7	 井口		有二	 TEAM	MX	JAPAN
EJ-03	 →	EJ-8	 田島		直樹	 隼	ROOST
EJ-9	 →	EJ-9	 黒岩		公一	 むかしのライダース
EJ-82	 →	EJ-10	上野		靖美	 TEAM	MX	JAPAN

＜N150＞
N-701	→	N-11	 篠崎		真由美	城北ﾗｲﾀﾞｰｽ
N-253	→	N-12	 藤倉		教雄	 城北ﾗｲﾀﾞｰｽ
N-27	 →	N-13	 加藤		康之	 野田ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ
N-0	 →	N-14	 赤松		勝	 神楽坂＆東京ﾊｲﾗｲﾄ C
N-14	 →	N-15	 山村		利司	 The	Goodfather
N-76	 →	N-16	 山下		あゆみ	Team	YAM
N-714	→	N-17	 布施		昭男	 てびち
N-64	 →	N-18	 川尾		文雄	 竜ヶ崎レーシング
N-93	 →	N-19	 北野		大知	 ﾍﾟﾝｷﾞﾝﾚ - ｼﾝｸﾞ with ﾋﾟｭｱﾃｯｸ
N-25	 →	N-20	 佐野		雅大	 隼	ROOST
※ EJ150 と N150 は混走を想定し通しゼッケンです。
※SEクラス 101 番は故	須藤選手を偲び永久欠番となっ
　ております。ご協力の程お願いします。
※希望ゼッケンの場合は登録時に申請してください

	 ＜最優秀クラブ＞
	 ※上記リストに何人クラブ員が入ったか
　	 	 1 位	 7 名	 城北ﾗ ｲ ﾀ ﾞ ｰ ｽ
	 	 2 位	 6 名	 Team 	YAM
　　	 3 位	 5 名	 隼	ROOST　　
	 	 3 位	 5 名	 富士ﾗ ｲ ﾀ ﾞ ｰ ｽ
　	 	

2018指定ゼッケン


