
■ クラスと参加車両

■開催日

120分耐久レース 定員 （３０台程度）
参加部門 参加者目安 参加可能車両 定員

公道Ａ どなたでも参加可能です。

ＭＦＪ-ＩＢ/ＩＡ、ＪＮＣＣ上位クラスに参加されて
いるライダーもしくは同等の技量をお持ちのライ
ダーは当日エントリーの場合でも事前にご相談頂
けるとありがたいです。

２ｓｔ１２５ｃｃ・４ｓｔ２３０ｃｃまで

３０台

先着順

公道Ｂ ２ｓｔ１２６ｃｃ・４ｓｔ２３１ｃｃ以上

オープンＡ(中・上級者)
モトクロッサー、ＥＤレーサーで、

排気量オープン （2st/4stは問わず）オープンＢ(初・中級者)

80分耐久レース 定員 （３０台程度）
参加部門 参加者目安 参加可能車両 定員

公道Ａ

初級・中級レベルの

上位入賞未経験

楽しむ為のクラスです。

勝たれた方は、クラスを変
えてお楽しみ下さい。

２ｓｔ１２５ｃｃ・４ｓｔ２３０ｃｃまで

３０台

先着順

公道Ｂ ２ｓｔ１２６ｃｃ・４ｓｔ２３１ｃｃ以上

ファン
４stミニで125cc以下のファンバイク

TTR-125・DRZ125・KLX125・ KLX110・ TTR110・XR100 ・ＣＲＦ（ＸＲ）70 など

ミニモト ２スト85cc(80cc)または４スト150cc（CRF150Rなど）

オープン モトクロッサー、ＥＤレーサー、排気量オープン （2st/4stは問わず）

注１） オープンAが中級／上級者向けで、オープンBは初級者から中級クラスに手が届きそうな方々の参加を募集します。オープンBはより
多くの方に入賞の機会を与えたいためのクラスですので、優勝したら“A”クラスに昇格して下さい。
注２） ８０分のレースで走るコースについては、少し難易度を下げたコースレイアウトとなります。50分のコースは都度考えます。80分と一緒か
それよりも簡単な設定になります。

■ゼッケンについて

ご希望のゼッケンでお申込下さい。ヒーローズの「Ｍｙナンバー」登録をされている方はそのままのゼッケンで参加できます。ただし、 「Ｍｙ
ナンバー」登録されていても、お申し込みの早い方からの先着順とさせて頂きます。なるべくお早めにエントリーをお済ませください。

車体ゼッケンは、ビニールテープやガムテープで作ると外れ易いので、しっかりとした素材のステッカーなどで制作願います。なお、レース
途中でゼッケンが剥がれ落ちた場合には、周回数のカウントが出来なくなる事がございます。あらかじめご了承ください。

ゼッケンベースの色は自由ですが、数字がハッキリと読めて、ベースとの境目がクッキリとした配色で作ってください。

チーム人数 全クラス1チーム２名までエントリー可能です。2名の各々マシンで出場する場合には排気量の大きいほうでの出場クラスとな
ります。申込書には排気量の大きいほうのマシン名と排気量を記入してください。また、ゼッケン番号は同じ番号を車両に貼りつけて頂くこと
となります。

レース名 エントリー費

50分レース ４，０００円

80分レース ６，０００円

120分レース ８，０００円

ダブルエントリー １３，０００円

■ 参加料金

※左表は1名分の料金です。1チーム2名で参加の場合プラス2,000円となります。
※レース開催日の5日前（火曜日）以降から当日までのエントリー費用は、1,000円増し
となります。
※ダブルエントリーは、８０分と120分の2レースに参加する事です。50分に出られる方の
Wエントリーは、それを希望されない初心者ですので、あり得ないと判断します。

定員まで 当日エントリー 受付けます。

ラウンド 開催日 会 場

R-1 ５月７日（日）

軽井沢モーターパーク ＥＤ特設コースR-2 ７月２日（日）

R-3 ９月２４日（日）

50分耐久レース 定員 （２０台程度）
参加部門 参加者目安 参加可能車両 定員

ウィメンズ マジ初心者・初級レベルの体験的な楽しむ為のクラスです。

キッズは、転倒しても自分で起して再スタート出来る子。

モトクロッサー、ＥＤレーサーで、
排気量オープン （2st/4stは問わず）

２０台

先着順キッズ＆ビギナー



●HERO’S Clubについて （別紙申し込み用紙がございます）
■２０２３年度のヒーローズクラブに加入手続き（本年4月～来年3/31まで有効）をされた方が対象です。

*入会されますと事務局にてスポーツ安全協会へ登録し、ヒーローズ主催のイベント時の怪我の補償に「スポーツ安全保険」がご利用いただけます。
*中学生以下のライダーの場合は、コースサイドで応援・サポートされる保護者が多いので、ライダー１名について保護者1名のペアでの登録をお願い

致します。なお、保護者の方もライダーとして参加される場合にはＣ区分での登録をお願いいたします。ご理解・ご協力お願い申し上げます。
■料金

中学生以下（Ａ１区分） 掛金800円 ＋手数料200円＝1,000円
高校生以上（Ｃ区分） 掛金1,850円＋手数料150円＝2,000円
６５歳以上 （B区分） 掛金1,200円＋手数料300円＝1,500円

応援・同行者（Ａ２区分） 掛金800円 ＋手数料200円＝1,000円
■本クラブへ加入されますと、ヒーローズ主催のヒーローズキッズ・ヒーローズアダルトへの参加も可能です。
■大会当日の加入手続きは原則出来ませんので、遅くとも開催日５日前（火曜）までに加入手続きをお済ませください。

■申込方法
申込用紙は必要事項を漏れなく記入し、誓約書に署名し、以下の方法で参加費用をご入金下さい。入金後、原紙をFAXもしくは事前に郵送下

さい。FAXの方は、大会当日受付に原紙を必ず提出ください。もう一つの方法としてホームページから『メールdeエントリー』がござい

ますので、そちらでのエントリーもご利用ください。お申し込みの順でホームページのエントリーリストを随時更新いたしますので、受理を

されているかどうかご確認ください。受理書も1週間前にホームページに掲載いたしますので、ご確認をお願いします。

※ご入金方法

銀行振込 楽天銀行(旧イーバンク銀行) サンバ支店：２０３ 普通口座 ２７１８０６２ 口座名：モリウチ マサユキ

郵便振替 口座番号：００１８０-５-３７２９１１ 口座名：ヒーローズ ●手数料が安いです！！

現金書留 事務局の受取が遅れるので、上記の方法でご入金お願いします。郵便局で書留で送るよりも郵便振替で送金された方が断然

安いです！！よろしくお願いいたします。

健康な身体で他人に迷惑をかけるような走りをしない方。自己管理が出来て、体調不良になった場合には自ら棄権出来る方。

年齢の制限は特には設けませんが、８５ｃｃ以上のマシンで参加いただける方。転倒しても自力で再スタートが出来る方。

HERO’S Club 会員になってください。 本年度（２０２３年度）有効の会員申請をされた方が対象となります。２０２２年度（昨年）の有効期限は
すでに切れていますので、更新をお願いいたします。

申込の際の注意点

※毎レース マイラップスのトランスポンダを利用して自動集計を行っております。定員がございます
ので当日受付が出来なくなる場合がございます。HPトップのエントリーリストにご注意下さい。また、
マイポンダをお持ちの方はｴﾝﾄﾘｰ用紙に記入し持参ください。

※チーム人数 全クラス1チーム２名までエントリー可能です。（１台の出場車輌を最大２名のライダーが交替で走行するこ
とができます。）但し、親子・カップルの参加車両は各々のバイクでも参加可能です。申し込みの際には排気量の大きいほう
のバイク名を記入ください。なお、ゼッケンは同じゼッケンを貼り付けて下さい。

※レース定員に達した時点で受付は締め切らせていただきます。地域への騒音、ほこりに対する配慮ですのでご了承下さい。

7:00～7:40 受付 11:20～11:40 切り替え作業

7:40～8:00 ブリーフィング 11:50～12:00 準備・集合

8:10～8:30 ８０分確認走行 12:00～１2:20 120分確認走行

8:30～9:50 80分耐久 12:20～14:20 １２０分耐久

10:00～10:20 50分確認走行 14:20～14:50 チエッカーと集計

10:20～11:10 50分耐久 15:00～ 表彰式

■ 基準タイムスケジュール 諸般の事情により変更される場合があります

■ 参加資格

■主催・運営事務局： 株式会社 ヒーローズ
〒355-0154 埼玉県比企郡吉見町南吉見2089-39
TEL0493-77-3962 FAX0493-54-3618

http://herosmx.com

■ 車両の規定と車検について

※車検は行いませんので、各自できちんと整備し出場ください。※車体ゼッケンは、周回チェックがしやすい様にはっきりと読みやすい字体でゼッケンナ
ンバーを作って下さい。雨の日は特に読み難くなりますのでご協力下さい。

対象部門 車 両 規 定

すべての部門
・サイドスタンド装備車は必ず取り外して下さい。折れたレバーや突起物のあるものは出場できません。
・明らかにｻｲﾚﾝｻｰの不良と思われる場合は参加停止の場合もあります。・ブレーキやフレームに問題があるバイクは出場出来ません。

市販車
・ハンドル、レバー、グリップ、チェーン、スプロケット、タイヤ、シート、外装プラスチックの交換は可。それ以外は不可です。
・保安部品は取り外すか、テーピングで完全にカバーしてください。
・排気系の変更は可です。

スタート方法 各耐久レース前にコースの下見走行を１～２周程度行います。この下見走行終了後、そのままスタートエ
リアに集合し、クラス毎に時間差をつけながらの一斉スタートと致します。なお、下見走行中にマシントラブルや転倒などに
よってスタートエリアに戻って来れず戻る前にスタートする場合がございますので、ご了承下さい。

■ 表彰について
●各クラスの出走台数の４０％を入賞者とし、オリジナルの盾を制作し正賞とさせて頂きます。

●表彰式は、すべての競技が終了してから一括で行います。50分・80分耐久に参加された方々は、120分のレースの応援をしながら、お
待ちいただくこととなります。予めご了承ください。

●表彰式では、参加された全チームに走行データをまとめた成績表を配布いたします。是非、お持ち帰りください。



注）必要事項をかい書体で漏れなくご記入ください。
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府 県 郡

　

　
注）必要事項をかい書体で漏れなくご記入ください。
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TEL 0493-77-3962　FAX　0493-54-3618　　mail：heros@herosmx.com

参加者自筆
署名

2023年　第　　戦　　月　　日　開催
トランスポンダ番号

Myﾎﾟﾝﾀﾞをお持ちの方,ひだり詰め記入

ウィメンズ

キッズ＆ビギナー

公道Ａ

公道Ａ

ファン

ミニモト

公道Ｂ

¥8,000オープンB

公道Ｂ

オープンA

２ｓｔ　１２６ｃｃ　・　４ｓｔ　２３１ｃｃ以上

生年月日

ユーザーＩＤ

性別 男性

携帯電話
番号

血液型

西暦

年齢※西暦でご記入ください。

女性 ←いずれか○で囲んでください

A

出場クラス

携帯電話
番号

血液型 A

希望ゼッケン車両名(排気量含)

¥6,000

¥8,000

¥8,000

¥8,000

¥4,000

¥6,000

¥6,000

チーム名

フリガナ

郵便番号

フリガナ

ニックネーム

自宅電話
番号

住所

（16文字以内）

フリガナ

氏名

第
一
ラ
イ
ダ
ー

ニックネーム

第
二
ラ
イ
ダ
ー

生年月日

性別 男性 女性 ←いずれか○で囲んでください

※西暦でご記入ください。 年齢

RH＋－ABB

モトクロッサー、ＥＤレーサー　2st/4stは問わず

郵便番号

AB

車両

O
フリガナ

住所

自宅電話
番号

西暦

年式

B

ユーザーＩＤ

O

参加料

RH＋－

¥4,000

氏名

　〒355-0154　埼玉県比企郡吉見町南吉見2089-39
申し込み先　：　株式会社　ヒーローズ

２ｓｔ　１２６ｃｃ　・　４ｓｔ　２３１ｃｃ以上 ¥6,000

85/80cc　・　CRF150含むモトクロッサー

モトクロッサー、ＥＤレーサー　2st/4stは問わず

モトクロッサー、ＥＤレーサー　2st/4stは問わず

参加者
自筆署名

合 計 金 額

４stミニで125cc以下のファンバイク

２ｓｔ　１２５ｃｃ　・　４ｓｔ　２３０ｃｃまで

２ｓｔ　１２５ｃｃ　・　４ｓｔ　２３０ｃｃまで

オープン

¥6,000

～誓約書～ 私は、本競技会の競技要綱を十分理解したうえで同意いたします。また、競技
にあたり関連して起こった死亡・負傷・その他の事故等で私自身や、同伴者がこうむった損
害に対して決して主催者およびその関係者、他の参加者に対し、責任を追及したり、損害賠
償を請求したり、非難したりしないことを誓約いたします。大会当日の健康状態が思わしく
ない場合は、自ら辞退する勇気を持ちます。本大会を対価を得て公開すること、ならびにテ
レビ、ラジオ、映画、写真、ビデオ、コンピューター通信等での映像、音声使用は自由であ
ることを承認いたします。一旦納入したエントリー料はいかなる理由があっても返還請求は
致しません。

入金方法欄 ※送金方法を選んでください

1．銀行振込 2．現金書留

3．郵便振替 4．ゆうちょ銀行

振込者名 振込日

コピー可

※上記の金額は１名の参加料金です。 ※開催週の火曜日から当日エントリーまでは￥１，０００増しとなります。 ※親子・カップルで２
車乗りする場合、排気量の大きいほうのバイク名を記入ください。 ※二人目の料金はクラス問わず¥２，０００増しになります。

※希望番号がある場合は記入下さい。希望ゼッ
ケンが重複した場合は先着順となります。未記
入の場合は事務局で割り振ります

注意）車体ゼッケンが読みにくい場合にはレース結果

が出ない場合がございますのであらかじめご了承願い

ます。
見難いゼッケンとは、変形が大きい、蛍光色、字体の

５０
分

８０
分

１２０
分

ヒーローズクラブに加入されますとＩＤカードを発
行させて頂きます。2回目以降のエントリーの際
にはユーザーＩＤとお名前・生年月日を書いて頂
ければ住所などは記入しなくてもＯＫです。

注意） ヒーローズクラブへの加
入は 別紙の申込用紙にて加入申
し込みをお願いいたします。


