
2023は2月19日から
寒中お見舞い申し上げます。2023年もクラブマンモトクロスをよろしくお願い申し上げます。
さて先月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協議しました。決定事項をご連絡いたします。
＜2023クラブマンモトクロス・スケジュール＞（暫定）
下記のように年間10戦を開催します。
第１戦	 2/19	 （日）	 オフロードヴィレッジ
第２戦	 3/26	 （日）	 MX408
第３戦	 4/16	 （日）	 モトクロスヴィレッジ（日程変更）
第４戦	 5/21	 （日）	 軽井沢モーターパーク
第５戦	 6/11	 （日）	 オフロードヴィレッジ（日程変更）
第６戦	 7/23	 （日）	 川西モトクロス場
第７戦	 8/27		（日）	 軽井沢MP「第107回全日本MX競技大会」
第８戦	 10/1	 （日）	 モトクロスヴィレッジ
第９戦	 10/22	（日）	 MX408	
第10戦	 11/19	（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。

※第6戦の川西大会はアンケートの結果を重視したことと、現地の川西モトクロス場管理組合長・小林様からの要請により開催いたします。

＜2023登録の早期登録特典＞※別紙登録案内参照
１）2023年1月27日（金）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2023年1月27日（金）までに登録申し込みで¥500値引きいたします（消印有効）。

＜2022各クラス年間ポイントランキング・チャンピオン発表＞★以下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：8/27-MX7「第107回	全日本モトクロス競技大会」にエントリー料金無料にてご招待。
　　ただし１ヒート制のNからEへ昇格した場合は、１種目チャンピオンは１種目のみご招待。２種目チャンピオンは２種目ご招待。

＜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を対象に自動昇格者を決定いたしました。

※GPクラスは特別枠のため、参加資格は IAまたは元 IAの方、現役 IBの方、またはそれに準じた実力のある方に限ります。
※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。
　理由によっては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

<SE → GP へ昇格 >

該当なし
<E-F1・E-F2 → SE へ昇格 >

#777	 DA.SILVA		P.GUILHERME	JOY
#110	 山田		直人	 TEAM	MX	JAPAN
#98	 米山		駆	 隼	ROOST
<N-F1・N-F2 → E フルサイズ（E-F1・E-F2）へ昇格 >

#26	 中越		公治	 JOY
#90	 升方		好男	 城北ﾗｲﾀﾞｰｽ
#41	 髙橋		洋人	 小田原ﾙｰﾄ１

GPクラス	 #1	 西　信明	 大磯ムスタング
SEクラス	 #111		 向井		努	 MR-K美蔵	with	K-cross
E-F1クラス	 #777	 DA.SILVA		P.GUILHERME	 JOY
E-F2クラス	 #777	 DA.SILVA		P.GUILHERME	 JOY
N-F1クラス	 #26	 中越		公治	 JOY
N-F2クラス	 #26	 中越		公治	 JOY

GP150クラス	 #24	 西		信明	 大磯ﾑｽﾀﾝｸﾞ
SE150クラス	 #74	 川崎		勝人	 隼	ROOST
E-M1クラス	 #10	 山		英靖	 野田ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ
E-M2クラス	 #34	 中野		亮	 隼	ROOST
N-M1クラス	 #25	 川島		應佑	 小田原ﾙｰﾄ１
N-M2クラス	 #160	 佐藤		真	 MOTOR	HOUSE	R・D

<SE150 → GP150 へ昇格 >

#74	 川崎		勝人	 隼	ROOST
<E-M1・M2→ SE150 へ昇格 >
#10	 山		英靖	 野田ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ
#155	 池田		均	 オヤジライダース
#34	 中野		亮	 隼	ROOST
<N150 → E150 へ昇格 >

#25	 川島		應佑	 小田原ﾙｰﾄ１
#160	 佐藤		真	 MOTOR	HOUSE	R・D
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＜ランキング表彰式＞
　　2022ランキング表彰式については、2023第１戦または第２戦の開会式で表彰式を行い、認定証と記念品を授与いたします。

＜ゼッケンナンバーについて＞
１）昇格者の2023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）2023希望ゼッケンはできるれば2桁まで。もしくは３桁のうち1文字以上１番が入っていると幸いです。（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協力ください。

＜2023指定ゼッケン＞

＜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、　第１戦（または第２戦）の会場で贈呈
　いたします。
・2022年最優秀クラブ賞は「城北ライダース」と「隼ROOST」が同数１位となりました。
　おめでとうございます。
＜ミドルクラスについて＞
・E&N-M1とE&N-M2は台数が少ない時は混走となることもあります。その場合は12分+1周となりますので、予めご了承願います。
＜オープンクラス復活＞
・資格＆排気量制限がない「オープンクラス」を昼休み前後の時間帯に復活いたします。周回数は5周の予定です。
＜トランスポンダー、他＞
・全クラスでトランスポンダーを導入しています。ポンダー使用料は¥1000です。当日、受付で配布の際に2000円をいただき、　　
　返却の際に1000円返却します（持ち帰り防止のため）。なおマイポンダーの方はエントリー用紙記入欄に必ず記載してください。
・エントリー早割は2023正規会員のみ昨年同様に継続します（ワンデーライセンスの方を除く）。許可証割引は廃止しています。
＜表書式＞
・表彰式は入賞者全員を表彰。午前のレースは昼休み、午後のレースは全レース終了後にまとめて行います。じゃんけん大会も継続します。

※MXエントリー用紙と規則書は、2023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。
　

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　TEL.03-6273-2807 ／ FAX.03-6332-8606（エントリー専用と同じ）

＜ GP クラス＞　※GPは希望ゼッケンのみ。
＜ SE クラス＞ 

E777	→	 01	 DA.SILVA		P.GUILHERME　JOY
E110	→	 02	 山田		直人	 TEAM	MX	JAPAN
E98	 →	 03	 米山		駆	 隼	ROOST
111	 →	 1	 向井		努	 MR-K美蔵	with	K-cross
36	 →	 2	 若松		大地	 WINレーシング
196	 →	 3	 宮岡		貴之	 ハラツヨ☆ワークス
227	 →	 4	 中根		健	 城北ﾗｲﾀﾞｰｽ
295	 →	 5	 星野		健一	 MR-K美蔵	with	K-cross
24	 →	 6	 斉藤		秀喜	 まいっちんぐレーシング
1	 →	 7	 安孫子		直樹	 ISZ	Racing
96	 →	 8	 加藤		泰介	 加藤泰介.BRC
51	 →	 9	 久保		亨	 城北ﾗｲﾀﾞｰｽ
289	 →	 10	 長谷川		祥	 MHP	RACE	TEAM
※SE101番は故	須藤選手を偲び永久欠番となっております。ご協力ください。

＜ GP150 ＞　※GPは希望ゼッケンのみ。
SE74	→	 01	 川崎		勝人	 隼	ROOST
＜ SE150 ＞
E10	 →	 01	 山		英靖	 野田ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ
E34	 →	 02	 中野		亮	 隼	ROOST
E155	→	 03	 池田		均	 オヤジライダース
1	 →	 1	 藤田		康高	 東京ｵｰﾄｸﾚｲｼﾞｰ
2	 →	 2	 飯田		益己	 隼	ROOST
27	 →	 3	 山本		久基	 オヤジライダース
100	 →	 4	 山崎		進喜	 青梅ﾌｧﾝﾄﾑＣ
6	 →	 5	 加藤木		桂	 TEAM-M1-RACING
47	 →	 6	 高橋		実	 小田原ﾙｰﾄ１
37	 →	 7	 小泉		俊一郎	 TEAM	MX	JAPAN
64	 →	 8	 窪田		忠昭	 SGM.RACING
32	 →	 9	 山崎		光明	 I.R.T.
23	 →	 10	 増田		実	 ボンネビルRC

＜ E-F1・E-F2 ＞　

N26	 →	 01	 中越		公治	 JOY
N90	 →	 02	 升方		好男	 城北ﾗｲﾀﾞｰｽ
N41	 →	 03	 髙橋		洋人	 小田原ﾙｰﾄ１

800	 →	 1	 岸部		恭平	 I.R.T.
125	 →	 2	 畔蒜		秀享	 Me&Her	Racing
8	 →	 3	 山		英靖	 野田ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ
145	 →	 4	 笹川		活禎	 ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾚｰｼﾝｸﾞ＆ﾊﾆｰﾋﾞｰ
37	 →	 5	 小泉		俊一郎	 TEAM	MX	JAPAN
18	 →	 6	 及川		賢治	 MHP	RACE	TEAM
27	 →	 7	 佐藤		智和	 湘南MCC
7	 →	 8	 榎戸		栄一	 オヤジライダース
615	 →	 9	 柴田		敬明	 B！Cool
64	 →	 10	 鈴木		伸彦	 武州ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ

＜ N-F1・N-F2 ＞
56	 →	 1	 若松		勇一	 WINレーシング
31	 →	 2	 松上		育真	 SS	Racing
7	 →	 3	 長沼		昌貴	 山梨ｵｰﾄﾊﾞｯﾌｧﾛｰｽﾞ
18	 →	 4	 掛江		裕二	 城北ﾗｲﾀﾞｰｽ
626	 →	 5	 木村		秀人	 TEAM-M･1-RACING
85	 →	 6	 三木		幸夫	 山梨ｵｰﾄﾊﾞｯﾌｧﾛｰｽﾞ
2	 →	 7	 塚田		聡和	 城北ﾗｲﾀﾞｰｽ
100	 →	 8	 船越		吟嗣	 Motocross	1day	Lisence
256	 →	 9	 TREVOR		ARCHER　MX	BRAVES
381	 →	 10	 小島		順一	 ボンネビルRC

＜ E-M1・M2 ＞（150）

N25	 →	 01	 川島		應佑	 小田原ﾙｰﾄ１
N160	→	 02	 佐藤		真	 MOTOR	HOUSE	R・D

88	 →	 1	 水嶋		智	 TEAM	MX	JAPAN
33	 →	 2	 狩野		祐太	 I.R.T.
222	 →	 3	 小林		遊	 FUN	WHEELS
81	 →	 4	 関		賢一郎	 東京ｵｰﾄｸﾚｲｼﾞｰ
28	 →	 5	 鍋谷		維章	 東京ｵｰﾄｸﾚｲｼﾞｰ
45	 →	 6	 井上		洋	 東京ｵｰﾄｸﾚｲｼﾞｰ
46	 →	 7	 内間		俊一	 MX.BRC（内間俊一）
381	 →	 8	 小島		順一	 ボンネビルRC
23	 →	 9	 PEREIRA		MARCELO　MX	BRAVES
23	 →	 10	 NUNEZ		ARIEL	 JOY

＜ N-M1・N-M2 ＞ (150)
34	 →	 11	 境		光志	 ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾚｰｼﾝｸﾞ＆ﾊﾆｰﾋﾞｰ
110	 →	 12	 伊藤		晶	 レーシングチーム鷹
0	 →	 13	 赤松		勝	 東京アドベンチャー
41	 →	 14	 大割		勉	 ボンネビルRC
727	 →	 15	 松永		博史	 ボンネビルRC
29	 →	 16	 土谷		育生	 隼	ROOST
17	 →	 17	 的場		力	 TEAM輪生館2軍
22	 →	 18	 中澤		貴章	 H･R･C
24	 →	 19	 池		知美	 エンゼルス関東
21	 →	 20	 石田		輝利	 隼	ROOST

※E-M1&2とN-M1&2は混走の可能性もあるため、
　上記のように通しゼッケンとなります。

＜最優秀クラブ賞＞
※GP&GP150上位各3名と、各クラス昇格対象者、ならび
　に指定ゼッケン対象者の人数が多かったクラブ
1 位	 6 名	 城北ﾗ ｲ ﾀ ﾞ ｰ ｽ
1 位	 6 名	 隼	ROOST
2 位	 5 名	 ボンネビル RC
3 位	 4 名	 東京オートクレイジー
3 位	 4 名	 TEAM 	MX 	 J APAN


