
 

日露青年モーターサイクルスポーツ交流競技会 

MFJ承認 ビッグベア OPEN MX 

 

大会特別規則 

 

大会名 MFJ承認 ビッグベアオープンモトクロス 

開催日 2014年 8月 16日(土) 

主催者 チームモトライフ(MFJ公認ラブ) 

 〒062-0025 札幌市豊平区月寒西 5条 6丁目 3-4-101 

 TEL.090-2879-6716 FAX:011-836-1280 

 motolife-pro@clock.ocn.ne.jp 

 

エントリー受付事務局  (参加申し込みについてはこちらにお問い合わせください) 

 JECプロモーション 

  〒243-0201 神奈川県厚木市上荻野 3683-20 

  TEL.046-205-0874 FAX.046-265-0010 

 jecpro.knakanishi@gmail.com  

 

総 則 

本大会はモーターサイクルスポーツを通じた国際民間交流を目的とし、MFJモトクロス競技規則

に準じ、本特別規則よって開催される。大会組織は、当日の公式通知によって発表する。 

 

参加定員 

参加定員はこれを設けない。ただし、各クラス申し込みが 30 台を超えた場合は予選を

行います。 

 

motolife-pro@clock.ocn.ne.jp


参加申込期間 

 7月 15日～8月 7日 (7日までの入金によって受領) 

 参加受理書は廃止し、ライディングナンバーの通知はBIG BEARのホームページに掲載

するので、各自で確認のこと。 

 

開催クラスと参加費  

 国際クラス  最上級(IA・IB・海外選手)  6000円 

国内クラス  上級(NA・NB・海外選手)    6000円 

OPEN85   オープン 85cc(J.NB.NA.IB)  6000円 

MXビギナー  初中級(エンジョイライセンス) 4000円 

ビンテージクラス  2本サス・空冷などビンテージ自認 5000円 

J65   ジュニア 65cc   5000円 

J85   ジュニア 85cc   5000円 

   

*ロシア選手は国際・国内クラスにエントリーを予定しています。 

*MXビギナークラスは、トレールやエンデューロマシン大歓迎です。 

 

参加資格 (ライセンス) 

本大会の参加にはMFJモトクロスライセンス、MFJエンジョイ会員、MFJの何らかの競技

ライセンスが必要である。  

 

ライディングナンバー 

全道モトクロス 2014 年指定ゼッケンを持つ選手は、これを優先して使用する。参加申

込時、指定ゼッケンのある選手は、自分のゼッケン番号を記載すること。指定ゼッケン

が無い場合は空欄とすること。 

 

エントリー(参加申込)方法 

インターネットのエントリーフォームから送信するか、FAXで参加申し込み用紙

を送信し、締切日までに参加料を指定口座に振り込むか現金書留で送付、ま

たは事務局まで持参のこと。 当日は誓約書に署名捺印を行うため印鑑を持

参すること。 

Webエントリー https://entry.jecpro.com/entrants/new?race_id=47 

 

エントリー費の返還 

払い込みを行なったエントリー費は、不可抗力により大会が開始されなかった場合を除

いて返還されない。大会が開始前に中止された場合には、振込み手数料を差し引いた

https://entry.jecpro.com/entrants/new?race_id=47


金額が返還される。返還は、本来の大会日程から 30日以内に行なわれるものとする。 

 

特 別 競 技 規 則 

 

競技時間 

J65/J85  公式練習 10分  決勝 10分+1  ×2 ﾋｰﾄ 

MXビギナー 公式練習 10分  決勝 10分+1  ×1 ﾋｰﾄ 

ビンテージ 公式練習 10分  決勝 10分+1  ×2 ヒート 

OPEN85  公式練習 10分  決勝 10分+1  ×2 ヒート 

国内クラス 公式練習 15分  決勝 15分+1  ×2 ヒート 

国際クラス 公式練習 20分  決勝 20分+1  ×2 ヒート 

※競技時間およびヒート数は、当日のコンディションによって変更(減少)される場合があ

る。 

 

スタート方式 

全道モトクロス特別規則に準じ、くじ引きでグリッドを決定。エンジン始動状態でのラン

ニングスタート。 

 

車両規定 

2014年度全道モトクロス選手権シリーズの諸規定に準じる。ただし、承認競技会のため

公認車両制度を適用しない。 

賞典 

各クラス 1～3位、または台数の多いクラスでは 6位までを表彰。盾またはトロフィを授

与する。大会の任意により副賞が用意される。 

 

タイムスケジュール 

 

8月 16日(土) 

  6:30  ゲートオープン 

  7:00～8:00 受付・車検 

  8:15  ライダーズミーティング 

  ※タイムスケジュールの詳細は、当日発表する。 

 



 

日露青年モーターサイクルスポーツ交流競技会 

MFJ承認 ビッグベア XC 

 

大会特別規則 

 

大会名 MFJ承認 ビッグベアクロスカントリー 

開催日 2014年 8月 17日(日) 

主催者 チームモトライフ(MFJ公認クラブ) 

 〒062-0025 札幌市豊平区月寒西 5条 6丁目 3-4-101 

 TEL.090-2879-6716 FAX:011-836-1280 

 motolife-pro@clock.ocn.ne.jp 

 

エントリー受付事務局  (参加申し込みについてはこちらにお問い合わせください) 

 JECプロモーション 

  〒243-0201 神奈川県厚木市上荻野 3683-20 

  TEL.046-205-0874 FAX.046-265-0010 

 jecpro.knakanishi@gmail.com  

 

総 則 

本大会はモーターサイクルスポーツを通じた国際民間交流を目的とし、MFJ競技規則に準じ、も

本特別規則に基づいて開催される。大会組織は、当日の公式通知によって発表する。 

 

参加定員 

参加定員は120名(台)とする。定員を超えた場合のエントリー受付優先順位は、ロシア・

サハリンモーターサイクル協会から派遣の選手を最上位とし、続いて SA クラス、その他

のクラスにおいては先着順とする。 

motolife-pro@clock.ocn.ne.jp


参加申込期間 

 7月 15日～8月 7日 (7日までの入金によって受領) 

 参加受理書は廃止し、ライディングナンバーの通知はBIG BEARのホームページに掲載

するので、各自で確認のこと。 

 

開催クラスと参加費  

 SAクラス 最上級  8000円 

Aクラス  上級  8000円 

B クラス  中級  8000円 

C クラス  初級  8000円 

*北海道エリア選手権、XC 選手権に出場している方は、原則としてい同じクラスに参加

 してください。また、モトクロスなどに参加している方で、初めて参加する選手は、A クラ

 スか Bクラスを推奨します。ただし IBクラス以上は SAクラスに参加することを強く推奨

 します。 *ロシア選手は SA と Aクラスにエントリーを予定しています。 

 

参加資格 (ライセンス) 

本大会の参加には MFJ エンデューロライセンス、MFJ エンジョイ会員、MFJ の何らかの

競技ライセンスが必要である。  

 

ライディングナンバー 

北海道エンデューロエリア選手権の 2014 年指定ゼッケンを持つ選手は、これを優先し

て使用する。参加申込時、指定ゼッケンのある選手は、自分のゼッケン番号を記載する

こと。ただし、違うクラスに参加の場合は空欄とすること。 

 

エントリー(参加申込)方法 

インターネットのエントリーフォームから送信するか、FAXで参加申し込み用紙

を送信し、締切日までに参加料を指定口座に振り込むか現金書留で送付、ま

たは事務局まで持参のこと。 当日は誓約書に署名捺印を行うため印鑑を持

参すること。 

 

Webエントリー https://entry.jecpro.com/entrants/new?race_id=48 

 

エントリー費の返還 

払い込みを行なったエントリー費は、不可抗力により大会が開始されなかった場合を除

いて返還されない。大会が開始前に中止された場合には、振込み手数料を差し引いた

金額が返還される。返還は、本来の大会日程から 30日以内に行なわれるものとする。 

https://entry.jecpro.com/entrants/new?race_id=48


特 別 競 技 規 則 

 

競技方法 3時間ヘアスクランブル 

 

今大会は、規定時間内の周回数と着順を競うヘアスクランブル方式とする。最初の組が

スタートしてから 3 時間を経過した時点で、トップでフィニッシュラインを通過した選手か

らチェッカーフラッグが振られ、レース終了の合図とする。各選手の周回数と所要時間

が計測される。チェッカーフラッグはスタートから 3時間 25分経過後まで振られる。3時

間 25 分経過までにチェッカーを受けられなかった選手は、その前の周回までを成績と

する。(レース時間はコース状況によって短縮される場合がある) 

 

コース 

1 周約 12km(予定)のクロスカントリーコース。クラスによって、一部にショートカットコー

スが適用される場合がある。 

 

スタート方式 

各クラスの一斉スタートとする。SA、A、B、C の順。各クラス間に約 30 秒の時間差が置

かれるが、所要時間からは差し引かれない。エンジン停止状態のデッドエンジンスター

トで、フラッグの合図でスタート。 スタート合図前にエンジンが始動された場合にはジャ

ンプスタート(フライング)とみなされ、当該クラスのスタートが終わってから最後尾からの

スタートが義務付けられる。 

 

車両規定 

2014 年度北海道クロスカントリー選手権シリーズの諸規定に準じる。排気音量は 98db。 

フロント、リアともにモトクロスタイヤの使用が可能。 

 

給油 

指定の給油エリアを設ける。コース上での給油は失格。 

賞典 

SAクラス 1～6位  メダルまたは盾 

Aクラス  1～6位  メダルまたは盾 

B クラス  1～6位  メダルまたは盾 

C クラス  1～3位  メダルまたは盾 

*参加台数によって変動する 

*上記のほか、大会の任意により副賞が用意される。 



タイムスケジュール 

 

8月 17日(日) 

  7:00  ゲートオープン 

  8:30～9:15 受付 

  9:00～9:30 車両検査 (車検後そのままスタートエリアに保管) 

  9:45  ライダーズミーティング 

  10:00  スタート 

  13:00  チェッカーフラッグ(3時間経過後トップのライダーに) 

  13:25  3時間ヘアスクランブル チェッカー終了(コースクローズ) 

  14:00  暫定表彰式・閉会式 

  15:30  全日程終了 

 

 


