
ＧＯ＆ＦＵＮ
ヤングライダーチャレンジ

２０１８ 開催企画書



新クラス開設

新たなクラスを新設します。

新クラスは、年齢１２歳～２５歳を対象とし、ＴＫレンタルシリーズのレースよりもよりレーシングクラスとし、スキル
アップはもちろん、ロードレースへのステップアップを目標としたクラスとして開催致します。

クラス名「ＧＯ＆ＦＵＮヤングライダーチャレンジ」とし、その名の通りマシンは全てＧＯ＆ＦＵＮのフルカラーにて全
１５台で戦います。車両はレンタルバイクを使用し、イコールコンディションの中、スキルアップと、本格レーススタイ
ルにて全６戦６レース行います。

このシリーズのチャンピオン又は優秀選手には、翌年２０１９年のＪＰ２５０もしくはＳＴ２５０のシリーズに参戦する
権利をスカラシップとして設けます。※スカラシップの詳細は別紙にて参照

昨今では、７４Daijiroからのステップアップ、ロードレースへとステップアップする段階での道筋が見えにくい事、そし
て、金銭面での都合においてステップアップが出来ない若手が多く、低予算でステップアップやライディング技術を養い、
その先へと駆け上がる事のできるレースとして作り上げて行きたい考えます。ミニバイクレースの人気低迷の一つの起爆
剤となれるように新シリーズを立ち上げる事としました。

２０１８年、ＧＯ＆ＦＵＮヤングライダーチャレンジをどうぞ宜しくお願い致します。



GO&FUN  YRC ステップアップ

GO&FUN Racing

JP250 

GO＆FUN
ヤングライダーチャレンジ

現在の世界への
ステップアップの構図

２０１８年チャンピオン又は成績
優秀選手には２０１９年度GO&FUN Racing
ライダーとして参戦する権利



GO&FUN ヤングライダーチャレンジ概要

■車両

SUZUKI-FU150

排気量：150cc
レンタル車両台数18台
使用タイヤ：DUNLOP/KR410

■大会名称【GO＆FUN ヤングライダーチャレンジ】

全 5 大会 5レース ※スケジュール別紙参照

◆エントリー条件： １２歳～２５歳まで

◆レーシングライダーになりたい方

開催地：(有)サーキット秋ヶ瀬
主催：OfficeYu1株式会社
住所：埼玉県さいたま市桜区下大久保１０９９
℡：０４８－８５５－７８６２
企画運営：Office Yu1㈱

車両はイメージです



GO&FUN YRC スカラシップ概要

■スカラシップ内容

２０１８年のGO＆FUNヤングライダーチャレンジにて優秀な成績を収め、尚且つその先のステップに見合ったライダーには
翌年２０１９年に【GO＆FUN Racing】として、JP２５０シリーズ（全日本又は地方選・つくば・もてぎ）へ参戦する権利を
スカラシップとして設ける。

■２０１９年度スカラシップ詳細

【GO&FUN Racing】JP２５０参戦ライダーとして採用

※年間契約を交わす事とする ※２ 未成年者は保護者の署名捺印

１．JP２５０（地方選、全日本）に参戦できる車両の貸出
２．GO＆FUN Racingとして参戦するレース車両のメンテ

ナンス、メカニック、運搬はGO＆FUN Racingが行う

※但し、多くの転倒などがあった場合は別途相談の上決める
※その他年間の詳細については協議の上決める

３．GO＆FUN Racing Teamウェアの貸出

◇車両イメージ



GO&FUN YRC レース概要

第１条 競技会の名称

第２条 開催クラス

第３条 開催場所・大会事務局

有限会社サーキット秋ヶ瀬

〒338-0824 埼玉県さいたま市桜区上大久保1099

TEL:048-855-7862

FAX：048-854-8280

http://www.akigase.co.jp

E-mail：info@akigase.co.jp

GO＆FUN ヤングライダーチャレンジクラス

GO＆FUN ヤングライダーチャレンジ （全５大会 TKレンタルバイクと開催）

GO&FUN ヤングライダーチャレンジ事務局

E-mail：yu1@office-yu1.com

★エントリーはこちら↓↓↓ ★お問い合わせはこちら↓↓↓

tel:048-855-7862
http://www.akigase.co.jp/


第４条 開催日程

第５条 申込方法

開幕戦 ５月 ６日（日）

第２戦 ８月 ５日（日）

第３戦 ９月１６日（日）

第４戦 １１月１１日（日）

第５戦 １２月２３日（日）

いずれもモトチャンプ杯東日本ミニバイク選手権と同日併催

※第３戦についてはモトチャンプ杯全国大会と併催

開催日１ヶ月前から受付開始、開催日１週間前の１６：００締め切り

現金書留郵便、または事務所窓口にて直接申込の事

※先着１５名まで

春合宿 ４月２日（月）
４月３日（火）

夏合宿 ８月７日（火）
８月８日（水）
８月９日（木）



第６条 レース・合宿参加費

第７条 装備品のレンタル（無い方）

レース参加費 ￥３８,０００- 年間エントリー ￥２７５,０００－ ※合宿費 保険料込み 年間エントリーは４月６日締め切り

（参加費、車両 レンタル費、車両整備費 ガソリン代 込）

保険料 ￥２，０００－ （年間）

※転倒１回につき別途￥３，０００-、また損害が大きい場合は部品代の実費あり

※車両の割り振りはメンテナンス管理者が行います

レーシングつなぎ、レーシンググローブ、レーシングブーツのレンタル品もご用意できる場合もありますので下記アドレスまでご
相談ください。※有料 なお借りる人数、サイズ 等、希望に添えない場合があるので予めご了承ください。

レーシングつなぎレンタル ￥５,０００－ レーシングブーツ ￥１,０００－ グローブ ￥１,０００－ ヘルメット ￥１,０００－

第８条 レース前日練習費用

￥１５，０００－（走行料込み）

※サーキット秋ヶ瀬のライセンスをおもちで無い方はビジター料￥１，０００－別途

（車両レンタル費、車両整備費 込）

※レース参加申込時にレース前日練習の有無を決める事

GO&FUN ヤングライダーチャレンジ事務局

E-mail：rentalbike@office-yu1.com

春合宿参加費 ￥３０,０００ー（２日間） 夏合宿参加費 ￥６０，０００－ ※宿泊費は別途



第９条 開催日程

第１０条 レース形式

エントリー締め切り日時までに、5台以上で単独開催、5台以下の場合はTKレンタルEXPクラスと混走にて行い

賞典は別として表彰する。

【ＡＭ】

ライダーズミーティング

↓

タイムアタック ７分間

↓

予選レース １0周

↓

＝＝＝お昼休み＝＝＝

↓

【ＰＭ】

決勝レース １2周

↓

表彰式

他の開催クラスとの順番はサーキット秋ヶ瀬ホームページに『タイムスケジュー
ル』という形で発表されます。

大会の３～４日前くらいになりましたら各自でご確認ください。



第１１条 賞典

GO&FUNヤングライダーチャレンジクラス

１台～ ５台・・・１位のみ

６台～ ７台・・・３位まで

８台～ ９台・・・４位まで

１０台～１１台・・・５位まで

１２台～ ・・・６位まで

上記対象選手には正賞（トロフィー）、副賞（賞品）を授与する。また、３位以内の選手はシャンパンファイトがあります。

第１２条 シリーズポイント

決勝完走者にシリーズポイントを与える

１位・・・20ポイント ２位・・・15ポイント ３位・・・12ポイント ４位・・・10ポイント

５位・・・8ポイント ６位・・・6ポイント ７位・・・4ポイント ８位・・・3ポイント

９位・・・2ポイント １０位・・・1ポイント

※ノンアルコール



第１３条 シリーズ賞典

シリーズ表彰

各平均参加台数 １台～ ５台・・・シリーズ１位のみ

６台～ ７台・・・シリーズ３位まで

８台～ ９台・・・シリーズ４位まで

１０台～１１台・・・シリーズ５位まで

１２台～ ・・・シリーズ６位まで

全シリーズ戦を終え、シリーズランキング1位、または主催、運営側がスカラシップに相応しいライダーを選出し、

翌年２０１９年度のGO＆FUN Racingのライダーとして、JP２５０参戦の権利を与える

第１４条 GO＆FUNヤングライダーチャレンジスカラシップ賞典

※１該当選手がいない場合もある
※２該当選手が辞退した場合は再度検討する



第１５条 レース申込方法

①サーキット秋ヶ瀬事務所にて直接申込

②現金書留郵便での郵送（サーキット秋ヶ瀬宛）

③銀行振込（ファイル）

④銀行振込（FAX）

第１５条 合宿申込方法 （合宿のみ参加も可）

下記メールアドレスへ申込書をお送り頂く、もしくは、メール文面へ直接必要事項を明記の上送信下さい。
返信メールにて振込先をご連絡させて頂き、振込確認後に申込完了のメールを改めて送信させて頂きます。

申込メールアドレス：rentalbike@office-yu1.com

①銀行振込（ファイル）

②銀行振込（FAX）

①②はエントリー用紙に必要事項を記入の上、エントリー料を添えて申込む。

③はエントリー用紙に必要事項を記入の上、ファイル化しメールに添付し申し込む。
④はエントリー用紙に必要事項を記入の上、FAXで申し込む。

※③④は確認後メールにて振込先、振込金額をお知らせします。
※④はエントリー用紙にメールアドレスを必ずご記入ください。

申込メールアドレス：rentalbike@office-yu1.com
FAX：０４８－９３４－５６１８

mailto:rentalbike@office-yu1.com


GO&FUN YRC スケジュール

開幕戦 ５月 ６日（日）

第２戦 ８月 ５日（日）

第３戦 ９月１５日（土）１６日（日） ２Ｄａｙ開催

第４戦 １１月１１日（日）

第５戦 １２月２３日（日）

いずれもモトチャンプ杯東日本ミニバイク選手権と同日併催

※第４戦についてはモトチャンプ杯全国大会と併催

春合宿 ４月２日（月） ４月３日（火）

開催地：サーキット秋ヶ瀬

夏合宿 ８月７日（火） ８月８日（水） ８月９日（木）

開催地：明智ヒルトップサーキット

その他、トレーニングDay （スケジュール未定）



年間レース、スキルアップ合宿を通して
ステップアップに繋げます。

年間５戦５レース、春合宿２日間、夏合宿３日間のスケジュールでスキルアップを目指します。

■ 合宿トレーニング内容

１、スタート練習 ２、ブレーキング ３、ライディングフォーム ４、サーキット攻略
５、バイク遊び ６、模擬レース ７、英語学習、 ８、体力トレーニング他

■講師

武田 雄一 他



２０１８年よりGO＆FUN RACING発足

２０１８年度のGO＆FUN ヤングライダーチャレンジを開催すると共に、本年度２０１８年より、２０１
９年度のスカラシップ対象者のモチベーション確保の為、JP２５０シリーズ地方選（つくば選手権、茂木
選手権）、全日本JP２５０（筑波大会、茂木大会スポット）へ参戦を開始致します。

こちらは、本年度のGO＆FUNヤングライダーチャレンジに参戦頂く選手へのモチベーションを保つ事と、
Teamとして初年度に確実にトップを狙えるチームとして成り立ち、スカラシップを獲得したライダーが、
勝つために必要な事をTeamとして最善を尽くすため急きょとなりますが参戦を確定致しました。

スカラシップとしては２０１９年度が一期生とし迎え入れ、ここから未来のGPライダーを生み出すべく邁
進していく所存です。

応援の程よろしくお願い申し上げます。



GO&FUN YRC 企画運営について

GO＆FUN ヤングライダーチャレンジ

主催・企画運営

Office Yu1（㈱）

代表 武田 雄一

GO＆FUN Racing

Office Yu1㈱

代表 武田 雄一

車両メンテナンス・運営他

Team KYOEI

代表 庄司 善博

GO＆FUN ヤングライダーチャレンジ事務局

Office Yu1㈱

E-Mail: rentalbike@office-yu1.com


