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第１戦 ４月２０日(日)
第２戦 ７月２０日(日)
第３戦 １０月１９日(日)

エントリー シングルエントリー ５，０００円
ダブルエントリー ＋２，５００円

エントリー締切 開催日 8日前（1週間まえの土曜日)

開催地 名木オフロードコース（成田ゆめ牧場入口）
千葉県成田市名木741 0476‐96‐3512

M2X（TTR50・CRF50クラス）

ノーマル・セミノーマル・アブノーマル

M2X＋（CRF70・KLX110クラス）が

ノーマル・アブノーマル

バリバリヤング ２０～３９歳
チョィ前ヤング ４０～５９際
昔はヤング ６０歳以上

★クラス分け★

★全５クラスとも総合と年齢別に表彰いたします★

お申込・問合先 オートプラザ・カメ
ＴＥＬ： ０４３－２４１－８１９８
ＦＡＸ： ０４３－２４１－８１９９
住所：千葉県千葉市美浜区高洲1－16－4 

子供専用バイクを大人の遊びバイクにしちゃったフィフティー☆
今アメリカではフリースタイルのノリで大人気！！

ミニモトでちょっくら遊んでみませんか？

★ １レース １０分＋１周の２ヒートで競います！ ★

⇒ レギュレーション(.pdf) ⇒ エントリー用紙(.pdf)



Ｍ２Ｘ ノーマル アブノーマル
排気量 変更不可49ccまで 変更可

シリンダーヘッド 変更不可 変更可
カムシャフト 変更不可 変更可

ピストン 変更不可 変更可
クラッチ方式 変更不可（プレートは可）遠心のみ 変更可

キャブ 変更不可 変更可
リミッター 変更可 変更可
ミッション 変更不可 変更可

クランクケース 変更不可 変更可
スプロケット 変更可 変更可

マフラー 変更可 変更可
AIR　フィルター 変更可 変更可

点火方式 プラグ・コード・CDIのみ変更可 変更可
冷却装置 変更不可（オイルクーラー可） 変更可

FRONT　ホイール 変更可（10インチまで） 変更可（12インチまで）
REAR　ホイール 変更可（10インチまで） 変更可（10インチまで）

ブレーキ 変更不可（シュー・パットは可） 変更可
タイヤ 変更可 変更可
外装 変更可 変更可

ハンドル 変更可 変更可
シート 変更可 変更可

FRONT　サス スプリング、インナーのみ変更可 変更可
REAR　サス 変更可 変更可

メインフレーム 変更不可 変更可
スイングアーム 変更可 変更可

Ｍ２Ｘ+ ノーマル

排気量 変更不可
シリンダーヘッド 変更不可

カムシャフト 変更不可
ピストン 変更不可

クラッチ方式 変更不可（プレート変更可）遠心のみ
キャブ 変更可

リミッター 変更可
ミッション 変更不可

クランクケース 変更不可
スプロケット 変更可

マフラー 変更可
AIR　フィルター 変更可

点火方式 プラグ・コード・CDIのみ変更可
冷却装置 変更不可（オイルクーラー可）

FRONT　ホイール 変更可（14インチまで）
REAR　ホイール 変更可（12インチまで）

ブレーキ 変更不可（シュー・パット可）
タイヤ 変更可
外装 変更可

ハンドル 変更可
シート 変更可

FRONT　サス 変更可
REAR　サス 変更可

メインフレーム 変更不可
スイングアーム 変更可

レギュレーション表
Ｍ２Ｘクラス該当車両 ４サイクルエンジンに限る

ＨＯＮＤＡ Ｚ５０Ｒ,ＸＲ５０Ｒ,ＣＲＦ５０Ｆ

ＹＡＭＡＨＡ ＴＴＲ５０Ｅ

その他当該車種については審査により決定する。
セミノーマル

変更不可49ccまで
変更可
変更可

変更可但し49cc厳守

変更可
変更可
変更可
変更可

変更不可
変更可
変更可
変更可
変更可
変更可

変更可（12インチまで）
変更可（10インチまで）

変更可
変更可
変更可
変更可
変更可
変更可
変更可
変更可
変更可

Ｍ２Ｘ+クラス該当車両 ４サイクルエンジンに限る
ＨＯＮＤＡ ＸＲ７０Ｒ,ＣＲＦ７０Ｆ

ＹＡＭＡＨＡ ＴＴＲ９０

ＫＡＷＡＳＡＫＩ ＫＬＸ１１０

その他当該車種については審査により決定する。
アブノーマル

変更可
変更可
変更可
変更可
変更可
変更可
変更可
変更可
変更可
変更可
変更可
変更可
変更可
変更可

変更可（14インチまで）
変更可（12インチまで）

変更可
変更可

変更可
変更可
変更可

変更可
変更可
変更可
変更可



 

年   回大会 開催日   月    日用 

 

 

 

 

ライダー名 
 

住所 〒 
〒 

TEL/生年月日 
 

メールアドレス 
 

 

出場クラスに○してください。 
Ｍ２Ｘ（ＣＲＦ５０、ＴＴＲ５０）クラス 

 Ｎ（ノーマル） ＳＮ（セミノーマル） ＡＮ（アブノーマル） 

ＢＹ（バリバリヤング） 

２０歳～３９歳 

   

ＣＹ（チョイ前ヤング） 

４０歳～５９歳 

   

ＭＹ（昔はヤング） 

６０歳～ 

   

Ｍ２Ｘ＋（ＣＲＦ７０、ＫＬＸ１１０）クラス 

 Ｎ（ノーマル） ＡＮ（アブノーマル） 

ＢＹ（バリバリヤング） 

２０歳～３９歳 

  

ＣＹ（チョイ前ヤング） 

４０歳～５９歳 

  

ＭＹ（昔はヤング） 

６０歳～ 

  

１エントリー５０００円、ダブルエントリー＋２５００円 

振込先 

三井住友銀行 千葉支店 普 １３６４９２５ 有限会社オートプラザカメ 

誓約書 
私は、競技参加にあたり競技規則のすべてに従い関連して起こったいかなる事故、損害において 

主催者・競技役員・参加者に対して非難したり責任を追及したりしないことをl誓約します。 

なお私の過失によって、機材・車両等に損害を与えた場合は弁償いたします。健康状態は 

心身ともに万全で、レース出場に際し支障ありません。またレース参加において写真・映像などの 

放送・放映・出版に関する肖像権の権限を主催者に一任いたします。 

大人として常識ある行動をとり、レギュレーションを厳粛に守り、安全な装備を備え競技、走行します。 

 

署名                   印 

 

希望ゼッケンナンバー                   ※２０歳未満の方は参加できません。 
 

※保険は各自、手配をお願いいたします。 
                                                                                  

第   回大人の選手権      参加受理書、領収書 

                様 

エントリー代金                円 領収いたしました。 
事務局 オートプラザカメ 

千葉市美浜区高洲１－１６－４ 

０４３－２４１－８１９８                         正式 

ゼッケンナンバー 


