
■ ＨＲＣワンメイクレース支援制度の考え方

１、ＭｏｔｏＧＰライダー育成を目的とした若手支援
ＨＲＣ若手育成支援

・対象クラス（ＮＳＦ１００ ＨＲＣ Ｔｒｏｐｈｙ）（ＨＲＣ ＮＳＦ２５０Ｒ Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ）

２、年齢に関係なく、より高みへステップアップするライダーを支援
ＨＲＣステップアップ支援

・対象クラス（ＣＢＲ２５０Ｒ Ｄｒｅａｍ Ｃｕｐ）（ＣＢＲ２５０ＲＲ Ｄｒｅａｍ Ｃｕｐ）



■ ＨＲＣ若手育成支援

※1 ホンダレーシングサンクスデー時の「HRC NSF100 Trophy GC大会」

※2 9月開催のもてぎロードレース選手権J-GP3クラス混走「NSF250R HRC Challenge」クラス
（ATC参戦基準による年齢制限12～20才有）

※3 鈴鹿サンデーロードレース最終戦 J-GP3クラス混走の「NSF250R HRC Challenge」クラス
（ATC参戦基準に伴う年齢制限12～20才有）

※4 ATC(アジアタレントカップ)の参戦権獲得したライダー以外から選出

現行クラス ⇒ ステップアップクラス 対象者選定 支援内容

1 HRC NSF100 Trophy Jr
NSF250R HRC Challenge
(地方選手権）

年末に行われるもてぎＧＣ（※1）
において優秀な成績を収めた者３
名

翌年のＣｈａｌｌｅｎｇｅ参戦を条件に
・NSF250R用 HRCパーツ50・30・20万分支援
＊但し以下の内容に合致する事
①HRCサービスショップチームに所属
②新車(NX7)をHRCサービスショップで購入する事

2 NSF250R HRC Challenge
（地方選手権）

ＡＴＣ（アジアタレントカップ）

国内（地方選手権）

NSF250R HRC Challenge

9月開催のもてぎ選手権（※2）に
て優秀な成績を収めた者１名

鈴鹿ＧＣ（※3）での成績から対象
者を選定する１名
（ATC対象外より選定※4）

・ATCへの参戦権を付与
(ドルナ・セレクションに参加する必要なし）

翌年のチャレンジクラス再参戦を前提に
・HRCパーツ支援を実施する（50万円分）
＊但し以下の内容に合致する事
①HRCサービスショップチームに所属


支援案･懸案 (2)

		2018年度HRCワンメイク支援案 ネンド シエン アン



				■育成カテゴリー  ＊目的　：　将来のＭｏｔｏＧＰライダー育成、Ｈｏｎｄａブランドイメージ確立、アジア市場活性化 イクセイ モクテキ ショウライ イクセイ カクリツ シジョウ カッセイ カ

								　　　　ステップアップクラスにおいて支援施策を準備する。またＮＫＳ支援システムとリンクしＨｏｎｄａ育成システムを構築する。 シエン シサク ジュンビ シエン イクセイ コウチク

				現行クラス ゲンコウ		⇒		ステップアップクラス		対象者選定 タイショウシャ センテイ		支援内容 シエン ナイヨウ				備考 ビコウ		対応部署 タイ オウ ブショ

		1		HRC NSF100 Trophy Jr				NSF250R HRC Challenge
(地方選手権） チホウ センシュケン		年末に行われるもてぎＧＣ（※1）において優秀な成績を収めた者３名 ネンマツ オコナ ユウシュウ セイセキ オサ モノ メイ		翌年のＣｈａｌｌｅｎｇｅ参戦を条件に
・NSF250R用 HRCパーツ50・30・20万分支援
＊但し以下の内容に合致する事
①HRCサービスショップチームに所属
②新車(NX7)をHRCサービスショップで購入する事 ヨクネン サンセン ジョウケン ヨウ ブン シエン タダ イカ ナイヨウ ガッチ コト ショゾク シンシャ コウニュウ コト				契約書の締結
・パーツの転売不可

＊若手育成プログラム
ＳｔｅｐＢ（※2）への登録 ケイヤクショ テイケツ テンバイ フカ ワカテ イクセイ トウロク		HRCで完結
MS/HMJに対し連絡のみ カンケツ タイ レンラク

		2		NSF250R HRC Challenge
（地方選手権） チホウ センシュケン				ＡＴＣ（アジアタレントカップ）




国内（地方選手権）
NSF250R HRC Challenge

 コクナイ チホウ センシュケン		9月開催のもてぎ選手権（※2）にて優秀な成績を収めた者１名



鈴鹿ＧＣ（※3）での成績から対象者を選定する１名
（ATC対象外より選定※4）
 ガツ カイサイ センシュケン ユウシュウ セイセキ オサ モノ メイ		・ATCへの参戦権を付与
(ドルナ・セレクションに参加する必要なし）



翌年のチャレンジクラス再参戦を前提に
・HRCパーツ支援を実施する（50万円分）
＊但し以下の内容に合致する事
①HRCサービスショップチームに所属 サンセン ケン フヨ サンカ ヒツヨウ ヨクネン サイ サンセン ゼンテイ シエン ジッシ マン エン ブン				・ATC参戦基準による
　年齢制限
　(12～20才)


・若手育成プログラム
ＳｔｅｐＢ（※2）への登録
・年齢制限
　(12～20才)
 サンセン キジュン ネンレイ セイゲン サイ ネンレイ セイゲン サイ		MS/HMJと協議の上
支援ライダーを決定

・ドルナがセレクションを実施。
その前に支援ライダーを決定する



・全日本参戦支援はHRCで完結

 キョウギ ウエ シエン ケッテイ ジッシ マエ シエン ケッテイ ゼンニホン サンセン シエン カンケツ









				現行クラス ゲンコウ		⇒		ステップアップクラス		対象者選定 タイショウシャ センテイ		支援内容 シエン ナイヨウ				備考 ビコウ

		1		CBR250R Dream Cup
エキスパートクラス				NSF250R HRC Challenge
(地方選手権） チホウ センシュケン		年末に行われる鈴鹿ＧＣ（※1）において優秀な成績を収めた者１名 ネンマツ オコナ スズカ ユウシュウ セイセキ オサ モノ メイ		翌年のＣｈａｌｌｅｎｇｅ参戦を条件に
・NSF250R用 HRCパーツ30万分支援
＊但し以下の内容に合致する事
①HRCサービスショップチームに所属
②新車(NX7)をHRCサービスショップで購入する事 ヨクネン サンセン ジョウケン ヨウ ブン シエン タダ イカ ナイヨウ ガッチ コト ショゾク シンシャ コウニュウ コト				契約書の締結
・パーツの転売不可

＊若手育成プログラム
ＳｔｅｐＢ(※2）への登録 ケイヤクショ テイケツ テンバイ フカ ワカテ イクセイ トウロク

		2		CBR250RR Dream Cup				NSF250R HRC Challenge
(地方選手権） チホウ センシュケン		年末に行われる鈴鹿ＧＣ(※1）において優秀な成績を収めた者１名 ネンマツ オコナ スズカ ユウシュウ セイセキ オサ モノ メイ		翌年のＣｈａｌｌｅｎｇｅ参戦を条件に
・NSF250R用 HRCパーツ30万分支援
＊但し以下の内容に合致する事
①HRCサービスショップチームに所属
②新車(NX7)をHRCサービスショップで購入する事 ヨクネン サンセン ジョウケン ヨウ ブン シエン タダ イカ ナイヨウ ガッチ コト ショゾク シンシャ コウニュウ コト				契約書の締結
・パーツの転売不可

＊若手育成プログラム
ＳｔｅｐＢ(※2）への登録 ケイヤクショ テイケツ テンバイ フカ ワカテ イクセイ トウロク





















				■エンジョイカテゴリー　　　　＊目的　：　国内のエントリー市場活性化、参加ユーザーの満足度向上、車両の販促展開 モクテキ コクナイ シジョウ カッセイカ サンカ マンゾクド コウジョウ シャリョウ ハンソク テンカイ

								　　　　　　 　　　 レース参戦やＧＣの存在意義を高め、年齢層に関係なく目標や夢の持てる参戦カテゴリー。 サンセン ソンザイ イギ タカ ネンレイソウ カンケイ モクヒョウ ユメ モ サンセン

				現行クラス ゲンコウ		⇒		ＧＣ開催 カイサイ		ＧＣ出場資格 シュツジョウ シカク		活性/満足度向上施策案 カッセイ マンゾク ド コウジョウ シサク アン				その他施策/詳細等 タ シサク ショウサイ トウ

		1		HRC NSF100 トロフィー
大人（ＧＣ）クラス オトナ		⇒		もてぎＨＲＴＤ
（ｊｒ＆GC混走） コン ソウ		年間4レース以上参加
(複数施設可) ネンカン イジョウ サンカ フクスウ シセツ カ		・ＧＣ参加賞
・２０１７年より表彰メダルをＪＣ／ＧＣ、別々に作成 サンカショウ サクセイ				・鈴鹿ミニモト参加推進
　（現状NSF100の出場は許可されていない) スズカ サンカ スイシン ゲンジョウ シュツジョウ キョカ

		2		HRC GROM Cup		⇒		もてぎＨＲＴＤ		年間4レース以上参加
(複数施設可) ネンカン イジョウ サンカ フクスウ シセツ カ		・ＧＣ参加賞
・ＧＣ/耐久におけるゲストライダー出場
（全日本ライダーで検討）

・初のフルシーズン開催 サンカショウ タイキュウ シュツジョウ ゼンニホン ケントウ				・鈴鹿ミニモト/もてぎＤＥ耐出場可能
・コンチュー外しによるパワーアップ

・ＲＥＤ ＢＵＬＬサポートの件、事務局推進 スズカ タイ シュツジョウ カノウ ハズ

		4		CBR250R Dream Cup
ビギナークラス		⇒		もてぎＨＲＴＤ		年間4レース以上参加
(複数施設可) ネンカン イジョウ サンカ フクスウ シセツ カ		・ＧＣ参加賞
・ＧＣにおけるゲストライダー出場
(ＧＰライダー依頼、青山＆中上選手等) サンカショウ シュツジョウ イライ アオヤマ ナカガミ センシュ トウ				・ＯＨＬＩＮＳリヤサス指定部品化 シテイ ブヒンカ

		3		CBR250R Dream Cup
エキスパートクラス		⇒		鈴鹿サンデーロード最終戦 スズカ サイシュウセン		各サーキットのランク上位
（サーキットによって人数が変化） カク ジョウイ ニンズウ ヘンカ		・ＧＣ参加賞
・鈴鹿ＧＣで支援枠決定。（チャレンジクラス限定）
・翌年ＮＫＳ登録（年齢による） サンカショウ スズカ シエン ワク ケッテイ ゲンテイ				・ＯＨＬＩＮＳリヤサス指定部品化
・年齢に関係なく翌年のパーツサポートが受けられる
・ＨＲＣ支援パーツ３０万 シテイ ブヒンカ シエン マン				翌年のＡＤＣにスポット参戦 ヨクネン サンセン

		5		CBR250R Dream Cup
ツインクラス		⇒		鈴鹿サンデーロード最終戦
（JP250混走？鈴鹿と調整） スズカ サイシュウセン コン ソウ スズカ チョウセイ		各サーキットのランク上位
（サーキットによって人数が変化）

調整必要 カク ジョウイ ニンズウ ヘンカ チョウセイ ヒツヨウ		・ＧＣ参加賞
・鈴鹿ＧＣで支援枠決定。（チャレンジクラス限定）
・翌年ＮＫＳ登録（年齢による） サンカショウ スズカ シエン ワク ケッテイ ゲンテイ ヨクネン トウロク ネンレイ				・年齢に関係なく翌年のパーツサポートが受けられる
・ＨＲＣ支援パーツ３０万 ネンレイ カンケイ ヨクトシ ウ シエン マン				翌年のＡＲＲＣにスポット参戦 ヨクネン サンセン

		■2017年の支援内容について ネン シエン ナイヨウ

				①CBR250R Dream Cupエキスパート														エンジョイカテゴリーのレース参戦支援は サンセン シエン

				　　　・翌年度の「HRC NSF250R Challenge」への参戦を条件に、HRCパーツ(100万円分)を支援いたします。 ヨクネンド サンセン ジョウケン マン エン ブン シエン														どのカテゴリーでも可とするか？ カ

				　　　　支援対象はADC参加対象と同じ13～25才に限定させていただきます。 シエン タイショウ サンカ タイショウ オナ サイ ゲンテイ														・JP250

																		・ST600

				②HRC NSF250R Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ														・J-GP2

				　　　・翌年度の「HRC NSF250R Challenge」への参戦を条件に、HRCパーツ(100万円分)を支援いたします。 ヨクネンド サンセン ジョウケン マン エン ブン シエン														・NSF250R HRC Challenge

				　　　　支援対象はATC参加対象と同じ12～20才に限定させていただきます。 シエン タイショウ サンカ タイショウ オナ サイ ゲンテイ





支援案･懸案

		2018年度HRCワンメイク支援案 ネンド シエン アン



				■育成カテゴリー  ＊目的　：　将来のＭｏｔｏＧＰライダー育成、Ｈｏｎｄａブランドイメージ確立、アジア市場活性化 イクセイ モクテキ ショウライ イクセイ カクリツ シジョウ カッセイ カ

								　　　　ステップアップクラスにおいて支援施策を準備する。またＮＫＳ支援システムとリンクしＨｏｎｄａ育成システムを構築する。 シエン シサク ジュンビ シエン イクセイ コウチク

				現行クラス ゲンコウ		⇒		若手育成支援クラス ワカテ イクセイ シエン		対象者選定 タイショウシャ センテイ		支援内容 シエン ナイヨウ		備考 ビコウ		対応部署 タイ オウ ブショ

		1		HRC NSF100トロフィーJr		⇒		NSF250R HRC Challenge
(地方選手権） チホウ センシュケン		年末に行われる鈴鹿ＧＣにおいて優秀な成績を収めた者３名 ネンマツ オコナ スズカ ユウシュウ セイセキ オサ モノ メイ		翌年のＣｈａｌｌｅｎｇｅ参戦を条件に
・NSF250R用 HRCパーツ50・30・20万分支援
＊但し以下の内容に合致する事
・HRC SSチームに所属
・新車(NX7)をSSで購入する事
・若手育成への登録 ヨクネン サンセン ジョウケン ヨウ ブン シエン タダ イカ ナイヨウ ガッチ コト ショゾク シンシャ コウニュウ コト ワカテ イクセイ トウロク		契約書の締結
・パーツの転売不可

＊若手育成
   ＳｔｅｐＢへの登録 ケイヤクショ テイケツ テンバイ フカ ワカテ イクセイ トウロク		HRCで完結
MS/HMJに対し連絡のみ カンケツ タイ レンラク		3名なら・・・
1位50万
2位30万　
3位20万 メイ イ マン イ マン イ マン

		2		NSF250R HRC Challenge
（地方選手権） チホウ センシュケン		⇒		・ATC（アジアタレントカップ）


・NSF250R HRC Challenge		・9/23のもてぎ選手権にて優秀な成績を収めた者１名
（ドルナ・セレクション10/25頃
Ｓｅｐａｎｇ前)

・鈴鹿ＧＣでの成績から対象者を選定する１名
（ATC対象外より選定）
 センシュケン ユウシュウ セイセキ オサ モノ メイ ゴロ マエ		・9/23もてぎでの優勝もしくは相当の成績を収めた者にATCへの参戦権を付与
(ドルナ・セレクションに参加する必要なし）


・翌年のチャレンジクラス再参戦を前提にHRCパーツ支援を実施する（50万円分）
・HRC SSチームに所属
・NKSへの登録 ユウショウ ソウトウ セイセキ オサ モノ サンセン ケン フヨ サンカ ヒツヨウ ヨクネン サイ サンセン ゼンテイ シエン ジッシ マン エン ブン		・ATC参戦基準による
　　年齢制限
　　費用負担


・若手育成
　ＳｔｅｐＢへの登録

 サンセン キジュン ネンレイ セイゲン ヒヨウ フタン		MS/HMJと協議の上
支援ライダーを決定

・ドルナがセレクションを実施。
その前に支援ライダーを決定する



・全日本参戦支援はHRCで完結

 キョウギ ウエ シエン ケッテイ ジッシ マエ シエン ケッテイ ゼンニホン サンセン シエン カンケツ		・ドルナと書面による約束

・早めのＰＲが必要

・鈴鹿の大会をどうするか
　（次年度参戦支援等） ショメン ヤクソク ハヤ ヒツヨウ スズカ タイカイ ジネンド サンセン シエン トウ







				■エンジョイカテゴリー　　　　＊目的　：　国内のエントリー市場活性化、参加ユーザーの満足度向上、車両の販促展開 モクテキ コクナイ シジョウ カッセイカ サンカ マンゾクド コウジョウ シャリョウ ハンソク テンカイ

								　　　　　　 　　　 レース参戦やＧＣの存在意義を高め、年齢層に関係なく目標や夢の持てる参戦カテゴリー。 サンセン ソンザイ イギ タカ ネンレイソウ カンケイ モクヒョウ ユメ モ サンセン

				現行クラス ゲンコウ		⇒		ＧＣ開催 カイサイ		ＧＣ出場資格 シュツジョウ シカク		活性/満足度向上施策案 カッセイ マンゾク ド コウジョウ シサク アン		その他施策/詳細等 タ シサク ショウサイ トウ

		1		HRC NSF100 トロフィー
大人（ＧＣ）クラス オトナ		⇒		もてぎＨＲＴＤ
（ｊｒ＆GC混走） コン ソウ		年間4レース以上参加
(複数施設可) ネンカン イジョウ サンカ フクスウ シセツ カ		・ＧＣ参加賞
・２０１７年より表彰メダルをＪＣ／ＧＣ、別々に作成 サンカショウ サクセイ		・鈴鹿ミニモト参加推進
　（現状NSF100の出場は許可されていない) スズカ サンカ スイシン ゲンジョウ シュツジョウ キョカ

		2		HRC GROM Cup		⇒		もてぎＨＲＴＤ		年間4レース以上参加
(複数施設可) ネンカン イジョウ サンカ フクスウ シセツ カ		・ＧＣ参加賞
・ＧＣ/耐久におけるゲストライダー出場
（全日本ライダーで検討）

・初のフルシーズン開催 サンカショウ タイキュウ シュツジョウ ゼンニホン ケントウ		・鈴鹿ミニモト/もてぎＤＥ耐出場可能
・コンチュー外しによるパワーアップ

・ＲＥＤ ＢＵＬＬサポートの件、事務局推進 スズカ タイ シュツジョウ カノウ ハズ

		4		CBR250R Dream Cup
ビギナークラス		⇒		もてぎＨＲＴＤ		年間4レース以上参加
(複数施設可) ネンカン イジョウ サンカ フクスウ シセツ カ		・ＧＣ参加賞
・ＧＣにおけるゲストライダー出場
(ＧＰライダー依頼、青山＆中上選手等) サンカショウ シュツジョウ イライ アオヤマ ナカガミ センシュ トウ		・ＯＨＬＩＮＳリヤサス指定部品化 シテイ ブヒンカ

		3		CBR250R Dream Cup
エキスパートクラス		⇒		鈴鹿サンデーロード最終戦 スズカ サイシュウセン		各サーキットのランク上位
（サーキットによって人数が変化） カク ジョウイ ニンズウ ヘンカ		・ＧＣ参加賞
・鈴鹿ＧＣで支援枠決定。（チャレンジクラス限定）
・翌年ＮＫＳ登録（年齢による） サンカショウ スズカ シエン ワク ケッテイ ゲンテイ		・ＯＨＬＩＮＳリヤサス指定部品化
・年齢に関係なく翌年のパーツサポートが受けられる
・ＨＲＣ支援パーツ３０万 シテイ ブヒンカ シエン マン				翌年のＡＤＣにスポット参戦 ヨクネン サンセン

		5		CBR250R Dream Cup
ツインクラス		⇒		鈴鹿サンデーロード最終戦
（JP250混走？鈴鹿と調整） スズカ サイシュウセン コン ソウ スズカ チョウセイ		各サーキットのランク上位
（サーキットによって人数が変化）

調整必要 カク ジョウイ ニンズウ ヘンカ チョウセイ ヒツヨウ		・ＧＣ参加賞
・鈴鹿ＧＣで支援枠決定。（チャレンジクラス限定）
・翌年ＮＫＳ登録（年齢による） サンカショウ スズカ シエン ワク ケッテイ ゲンテイ ヨクネン トウロク ネンレイ		・年齢に関係なく翌年のパーツサポートが受けられる
・ＨＲＣ支援パーツ３０万 ネンレイ カンケイ ヨクトシ ウ シエン マン				翌年のＡＲＲＣにスポット参戦 ヨクネン サンセン

		■2017年の支援内容について ネン シエン ナイヨウ

				①CBR250R Dream Cupエキスパート												エンジョイカテゴリーのレース参戦支援は サンセン シエン

				　　　・翌年度の「HRC NSF250R Challenge」への参戦を条件に、HRCパーツ(100万円分)を支援いたします。 ヨクネンド サンセン ジョウケン マン エン ブン シエン												どのカテゴリーでも可とするか？ カ

				　　　　支援対象はADC参加対象と同じ13～25才に限定させていただきます。 シエン タイショウ サンカ タイショウ オナ サイ ゲンテイ												・JP250

																・ST600

				②HRC NSF250R Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ												・J-GP2

				　　　・翌年度の「HRC NSF250R Challenge」への参戦を条件に、HRCパーツ(100万円分)を支援いたします。 ヨクネンド サンセン ジョウケン マン エン ブン シエン												・NSF250R HRC Challenge

				　　　　支援対象はATC参加対象と同じ12～20才に限定させていただきます。 シエン タイショウ サンカ タイショウ オナ サイ ゲンテイ



懸案項目

１、ＮＳＦ１００⇒ＮＳＦ２５０Ｒへのステップアップ支援にあたり
　　・対象者人数は・・・３名　　　複数名を対象
　　・支援内容は金額は・・５０万・３０万・２０万　
　　・ＮＫＳ ＳｔｅｐＢへの登録

２、ＮＳＦ２５０Ｒ⇒ＡＴＣ参戦権付与にあたり
　　・対象者選定レースの開催日程（9/23もてぎ選手権・ＪＰ３との混走レース）
　　・対象者人数は・・・１名
　　・ドルナとの合意書（約束書）　　5月中旬をめどに推進（宇川さん)　　
　　
３、チャレンジ鈴鹿ＧＣにおける支援施策
　　・ＡＴＣ対象者以外から選定（対象年齢12～20才）
　　・対象者には翌年のチャレンジ参戦を前提にＨＲＣパーツ５０万支援
　　・ＮＫＳ ＳｔｅｐＢへの登録

懸案項目
１、エキスパートクラスの支援内容（ＨＰでＰＲ済）
２、ツインクラスの支援内容
３、ＧＣゲストライダーについて（ＣＢＲ‐Ｒ/ＧＲＯＭ）



2016NGK説明

		NGK杯　ADC／ATC説明会 ハイ セツメイカイ

		①CBR250R Dream Cupエキスパートクラス

				■昨年までの支援内容 サクネン シエン ナイヨウ

				・鈴鹿GCでの結果を参考に「アジア・ドリーム・カップ」(ADC)への参戦枠(対象年齢13～25才)を確保(人数は１人以上) スズカ ケッカ サンコウ サンセン ワク タイショウ ネンレイ サイ カクホ ニンズウ ヒト イジョウ

				■現時点HRC HPのご案内 ゲンジテン アンナイ

				・例年、「Dream Cup DUNLOP杯GC」は、対象年齢のライダーに対して翌年の「アジア・ドリーム・カップ」（ADC）候補の選考を兼ねておりましたが、2017年のADCの動向を踏まえ現在調整中 タイショウ ネンレイ

				■NGK杯での説明 ハイ セツメイ

				・HPでご案内しておりました通り、「アジア・ドリーム・カップ」(ADC)の動向が見えない状況でしたが、最終的に「アジア・タレント・カップ」(ATC)との統合で話がまとまりました。 アンナイ トオ ドウコウ ミ ジョウキョウ サイシュウテキ トウゴウ ハナシ

				　したがって、2017年のADCは開催されません。 ネン カイサイ

				　CBR250R Dream CupからADCへのステップアップの道が閉ざされてしまったわけですが、HRCとしてはCBR250R Dream Cupからステップアップするライダーのために ミチ ト

				　新たな支援施策を用意しました。 アラ シエン シサク ヨウイ

				　　　・翌年度の「HRC NSF250R Challenge」への参戦を条件に、HRCパーツ(100万円分)を支援いたします。 ヨクネンド サンセン ジョウケン マン エン ブン シエン

				　　　　支援対象はADC参加対象と同じ13～25才に限定させていただきます。 シエン タイショウ サンカ タイショウ オナ サイ ゲンテイ

				＊支援施策を受けるために必要な項目 シエン シサク ウ ヒツヨウ コウモク

				　　・HRCサービスショップの所属ライダーである事 ショゾク コト

				　　・車両は自分で用意する事 シャリョウ ジブン ヨウイ コト

				　　・ATCへの参加候補については、対象年齢を12～20才(ATC参加基準)とさせて頂きます。 サンカ コウホ タイショウ ネンレイ サイ サンカ キジュン イタダ

				　　・国内ライセンス保持者 コクナイ ホジ シャ

		②HRC NSF250R Challenge

				■現時点のご案内（HPにて） ゲンジテン アンナイ

				「Challenge DUNLOP杯GC」で優秀な成績(優勝及び相当する成績)を収めた参加者に対してATCへの参加枠を確保します。 サンカ ワク カクホ

				■NGK杯での説明 ハイ セツメイ

		１案 アン		皆様に変化点についてご説明いたします。 ミナサマ ヘンカ テン セツメイ

				ＨＰ等でご案内しておりましたATCへの参加資格ですが、ADCがATCに統合され、 トウ アンナイ サンカ シカク トウゴウ

				参加枠が絞られた事によりChallenge枠を確保することが出来なくなりました。 サンカ ワク シボ コト ワク カクホ デキ

				申し訳ございません。 モウ ワケ

		２案 アン		HPでご案内させて頂きました様に、明日のレースで優秀な成績を収めた方にATC枠を確保しております。 アンナイ イタダ ヨウ アス ユウシュウ セイセキ オサ カタ ワク カクホ

				判断基準ですが、明日のレースはもちろん、各地方での成績、将来性等を考慮しHRCにて決定、ご連絡させて頂きます。 ハンダン キジュン アス カク チホウ セイセキ ショウライセイ トウ コウリョ ケッテイ レンラク イタダ

				翌年度の「HRC NSF250R Challenge」への参戦を条件に、HRCパーツ(100万円分)を支援いたします。 ヨクネンド サンセン ジョウケン マン エン ブン シエン

				支援対象はATC参加対象と同じ12～20才に限定させていただきます。 シエン タイショウ サンカ タイショウ オナ サイ ゲンテイ

				支援対象者については明日のレース結果を参考に決定し、後ほどHRCよりライダーに連絡します。 シエン タイショウ シャ アス ケッカ サンコウ ケッテイ ノチ レンラク





支援案

		2018年度HRCワンメイク支援案 ネンド シエン アン



				■育成カテゴリー              ＊目的　：　将来のＭｏｔｏＧＰライダー育成、Ｈｏｎｄａブランドイメージ確立、アジア市場活性化 イクセイ モクテキ ショウライ イクセイ カクリツ シジョウ カッセイ カ

				現行クラス ゲンコウ		⇒		ステップアップクラス		支援内容 シエン ナイヨウ		備考 ビコウ		対応部署 タイ オウ ブショ

		1		HRC NSF100トロフィーｊｒ		⇒		NSF250R HRC Challenge		翌年のＣｈａｌｌｅｎｇｅ参戦を条件に
・NSF250R HRCパーツ100万円分支援
＊但し以下の内容に合致する事
・HRC SSチームに所属
・新車(NX7)をSSで購入する事
 ヨクネン サンセン ジョウケン マンエン ブン シエン タダ イカ ナイヨウ ガッチ コト ショゾク シンシャ コウニュウ コト		契約書の締結
・パーツの転売不可 ケイヤクショ テイケツ テンバイ フカ		HRCで完結
MS/HMJに対し連絡のみ カンケツ タイ レンラク

		2		NSF250R HRC Challenge		⇒		ATC（アジアタレントカップ）		GCでの優勝もしくは相当の成績を収めた者にATCへの参戦権を付与
（2名？）
 ユウショウ ソウトウ セイセキ オサ モノ サンセン ケン フヨ メイ		ATC参戦基準による
・年齢制限
・費用負担 サンセン キジュン ネンレイ セイゲン ヒヨウ フタン		MS/HMJと協議の上
支援ライダーを決定

ドルナがセレクションを実施するなら、その前に支援ライダーを決定する（GC前倒し？） キョウギ ウエ シエン ケッテイ ジッシ マエ シエン ケッテイ マエ タオ



				■エンジョイカテゴリー　　　　＊目的　：　国内の底辺市場活性化、参加ユーザーの満足度向上、CBRの販促展開 モクテキ コクナイ テイヘン シジョウ カッセイカ サンカ マンゾクド コウジョウ ハンソク テンカイ

				現行クラス ゲンコウ		⇒		ステップアップクラス		支援内容 シエン ナイヨウ		備考 ビコウ		対応部署 タイ オウ ブショ

		1		CBR250R Dream Cup
エキスパートクラス		⇒		NSF250R HRC Challenge		翌年のＣｈａｌｌｅｎｇｅ参戦を条件に
・NSF250R HRCパーツ50万円分支援
＊但し以下の内容に合致する事
・HRC SSチームに所属
・新車(NX7)をSSで購入する事
 ヨクネン サンセン ジョウケン マンエン ブン シエン タダ イカ ナイヨウ ガッチ コト ショゾク シンシャ コウニュウ コト		契約書の締結
・パーツの転売不可 ケイヤクショ テイケツ テンバイ フカ		HRCで完結
MS/HMJに対し連絡のみ カンケツ タイ レンラク

		2		CBR250R Dream Cup
ツインクラス		⇒		NSF250R HRC Challenge		翌年のＣｈａｌｌｅｎｇｅ参戦を条件に
・NSF250R HRCパーツ50万円分支援
＊但し以下の内容に合致する事
・HRC SSチームに所属
・新車(NX7)をSSで購入する事
 ヨクネン サンセン ジョウケン マンエン ブン シエン タダ イカ ナイヨウ ガッチ コト ショゾク シンシャ コウニュウ コト		契約書の締結
・パーツの転売不可 ケイヤクショ テイケツ テンバイ フカ		HRCで完結
MS/HMJに対し連絡のみ カンケツ タイ レンラク

		■2017年の支援内容について ネン シエン ナイヨウ

				①CBR250R Dream Cupエキスパート										エンジョイカテゴリーのステップアップは

				ＡＤＣの消滅に伴い、別カテゴリーへのステップアップ支援を実施 ショウメツ トモナ ベツ シエン ジッシ										下記カテゴリーでも可とするか？ カキ カ

				・支援内容　：　2017年のＣｈａｌｌｅｎｇｅ参戦を条件にＨＲＣパーツ１００万円分（定価）を支援する。 シエン ナイヨウ ネン サンセン ジョウケン マンエン ブン テイカ シエン										・JP250

														・ST600

				②HRC NSF250R Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ										・NSF250R HRC Challenge

				ＧＣの結果（優勝）がセレクション合格ライダーならばチャレンジ枠の適応はなし ケッカ ユウショウ ゴウカク ワク テキオウ										＊上記同様HRCパーツ支援を実施する ジョウキ ドウヨウ シエン ジッシ

				セレクション不合格のライダーがＧＣ優勝した場合、チャレンジ枠の適応できない。別途支援対応を検討する。 フゴウカク ユウショウ バアイ ワク テキオウ ベット シエン タイ オウ ケントウ										　事で市場活性に繋げる コト シジョウ カッセイ ツナ

				（ＧＣ優勝という結果だけでなく総合的に見て枠の適応はできないが、2017年に継続してチャレンジに参戦するならパーツ支援<定価50万>を行う） ユウショウ ケッカ ソウゴウテキ ミ ワク テキオウ ネン ケイゾク サンセン シエン テイカ マン オコナ
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■ ＨＲＣステップアップ支援

※1 鈴鹿サンデーロードレース最終戦 「CBR250R Dream Cup」エキスパートクラス・「CBR250RR Dream Cup」クラス

現行クラス ⇒ ステップアップクラス 対象者選定 支援内容

1
CBR250R Dream Cup
エキスパートクラス

NSF250R HRC Challenge
(地方選手権）

年末に行われる鈴鹿ＧＣ（※1）に
おいて優秀な成績を収めた者１名

翌年のＣｈａｌｌｅｎｇｅ参戦を条件に
・NSF250R用 HRCパーツ30万分支援
＊但し以下の内容に合致する事
①HRCサービスショップチームに所属
②新車(NX7)をHRCサービスショップで購入する事

2 CBR250RR Dream Cup
NSF250R HRC Challenge
(地方選手権）

年末に行われる鈴鹿ＧＣ(※1）に
おいて優秀な成績を収めた者１名

翌年のＣｈａｌｌｅｎｇｅ参戦を条件に
・NSF250R用 HRCパーツ30万分支援
＊但し以下の内容に合致する事
①HRCサービスショップチームに所属
②新車(NX7)をHRCサービスショップで購入する事


支援案･懸案 (2)

		2018年度HRCワンメイク支援案 ネンド シエン アン



				■育成カテゴリー  ＊目的　：　将来のＭｏｔｏＧＰライダー育成、Ｈｏｎｄａブランドイメージ確立、アジア市場活性化 イクセイ モクテキ ショウライ イクセイ カクリツ シジョウ カッセイ カ

								　　　　ステップアップクラスにおいて支援施策を準備する。またＮＫＳ支援システムとリンクしＨｏｎｄａ育成システムを構築する。 シエン シサク ジュンビ シエン イクセイ コウチク

				現行クラス ゲンコウ		⇒		ステップアップクラス		対象者選定 タイショウシャ センテイ		支援内容 シエン ナイヨウ				備考 ビコウ		対応部署 タイ オウ ブショ

		1		HRC NSF100 Trophy Jr				NSF250R HRC Challenge
(地方選手権） チホウ センシュケン		年末に行われるもてぎＧＣ（※1）において優秀な成績を収めた者３名 ネンマツ オコナ ユウシュウ セイセキ オサ モノ メイ		翌年のＣｈａｌｌｅｎｇｅ参戦を条件に
・NSF250R用 HRCパーツ50・30・20万分支援
＊但し以下の内容に合致する事
①HRCサービスショップチームに所属
②新車(NX7)をHRCサービスショップで購入する事 ヨクネン サンセン ジョウケン ヨウ ブン シエン タダ イカ ナイヨウ ガッチ コト ショゾク シンシャ コウニュウ コト				契約書の締結
・パーツの転売不可

＊若手育成プログラム
ＳｔｅｐＢ（※2）への登録 ケイヤクショ テイケツ テンバイ フカ ワカテ イクセイ トウロク		HRCで完結
MS/HMJに対し連絡のみ カンケツ タイ レンラク

		2		NSF250R HRC Challenge
（地方選手権） チホウ センシュケン				ＡＴＣ（アジアタレントカップ）




国内（地方選手権）
NSF250R HRC Challenge

 コクナイ チホウ センシュケン		9/24のもてぎ選手権（※2）にて優秀な成績を収めた者１名



鈴鹿ＧＣ（※3）での成績から対象者を選定する１名
（ATC対象外より選定※4）
 センシュケン ユウシュウ セイセキ オサ モノ メイ		・ATCへの参戦権を付与
(ドルナ・セレクションに参加する必要なし）



翌年のチャレンジクラス再参戦を前提に
・HRCパーツ支援を実施する（50万円分）
＊但し以下の内容に合致する事
①HRCサービスショップチームに所属 サンセン ケン フヨ サンカ ヒツヨウ ヨクネン サイ サンセン ゼンテイ シエン ジッシ マン エン ブン				・ATC参戦基準による
　年齢制限
　(12～20才)


・若手育成プログラム
ＳｔｅｐＢ（※2）への登録
・年齢制限
　(12～20才)
 サンセン キジュン ネンレイ セイゲン サイ ネンレイ セイゲン サイ		MS/HMJと協議の上
支援ライダーを決定

・ドルナがセレクションを実施。
その前に支援ライダーを決定する



・全日本参戦支援はHRCで完結

 キョウギ ウエ シエン ケッテイ ジッシ マエ シエン ケッテイ ゼンニホン サンセン シエン カンケツ









				現行クラス ゲンコウ		⇒		ステップアップクラス		対象者選定 タイショウシャ センテイ		支援内容 シエン ナイヨウ				備考 ビコウ

		1		CBR250R Dream Cup
エキスパートクラス				NSF250R HRC Challenge
(地方選手権） チホウ センシュケン		年末に行われる鈴鹿ＧＣ（※1）において優秀な成績を収めた者１名 ネンマツ オコナ スズカ ユウシュウ セイセキ オサ モノ メイ		翌年のＣｈａｌｌｅｎｇｅ参戦を条件に
・NSF250R用 HRCパーツ30万分支援
＊但し以下の内容に合致する事
①HRCサービスショップチームに所属
②新車(NX7)をHRCサービスショップで購入する事 ヨクネン サンセン ジョウケン ヨウ ブン シエン タダ イカ ナイヨウ ガッチ コト ショゾク シンシャ コウニュウ コト				契約書の締結
・パーツの転売不可

＊若手育成プログラム
ＳｔｅｐＢ(※2）への登録 ケイヤクショ テイケツ テンバイ フカ ワカテ イクセイ トウロク

		2		CBR250RR Dream Cup				NSF250R HRC Challenge
(地方選手権） チホウ センシュケン		年末に行われる鈴鹿ＧＣ(※1）において優秀な成績を収めた者１名 ネンマツ オコナ スズカ ユウシュウ セイセキ オサ モノ メイ		翌年のＣｈａｌｌｅｎｇｅ参戦を条件に
・NSF250R用 HRCパーツ30万分支援
＊但し以下の内容に合致する事
①HRCサービスショップチームに所属
②新車(NX7)をHRCサービスショップで購入する事 ヨクネン サンセン ジョウケン ヨウ ブン シエン タダ イカ ナイヨウ ガッチ コト ショゾク シンシャ コウニュウ コト				契約書の締結
・パーツの転売不可

＊若手育成プログラム
ＳｔｅｐＢ(※2）への登録 ケイヤクショ テイケツ テンバイ フカ ワカテ イクセイ トウロク





















				■エンジョイカテゴリー　　　　＊目的　：　国内のエントリー市場活性化、参加ユーザーの満足度向上、車両の販促展開 モクテキ コクナイ シジョウ カッセイカ サンカ マンゾクド コウジョウ シャリョウ ハンソク テンカイ

								　　　　　　 　　　 レース参戦やＧＣの存在意義を高め、年齢層に関係なく目標や夢の持てる参戦カテゴリー。 サンセン ソンザイ イギ タカ ネンレイソウ カンケイ モクヒョウ ユメ モ サンセン

				現行クラス ゲンコウ		⇒		ＧＣ開催 カイサイ		ＧＣ出場資格 シュツジョウ シカク		活性/満足度向上施策案 カッセイ マンゾク ド コウジョウ シサク アン				その他施策/詳細等 タ シサク ショウサイ トウ

		1		HRC NSF100 トロフィー
大人（ＧＣ）クラス オトナ		⇒		もてぎＨＲＴＤ
（ｊｒ＆GC混走） コン ソウ		年間4レース以上参加
(複数施設可) ネンカン イジョウ サンカ フクスウ シセツ カ		・ＧＣ参加賞
・２０１７年より表彰メダルをＪＣ／ＧＣ、別々に作成 サンカショウ サクセイ				・鈴鹿ミニモト参加推進
　（現状NSF100の出場は許可されていない) スズカ サンカ スイシン ゲンジョウ シュツジョウ キョカ

		2		HRC GROM Cup		⇒		もてぎＨＲＴＤ		年間4レース以上参加
(複数施設可) ネンカン イジョウ サンカ フクスウ シセツ カ		・ＧＣ参加賞
・ＧＣ/耐久におけるゲストライダー出場
（全日本ライダーで検討）

・初のフルシーズン開催 サンカショウ タイキュウ シュツジョウ ゼンニホン ケントウ				・鈴鹿ミニモト/もてぎＤＥ耐出場可能
・コンチュー外しによるパワーアップ

・ＲＥＤ ＢＵＬＬサポートの件、事務局推進 スズカ タイ シュツジョウ カノウ ハズ

		4		CBR250R Dream Cup
ビギナークラス		⇒		もてぎＨＲＴＤ		年間4レース以上参加
(複数施設可) ネンカン イジョウ サンカ フクスウ シセツ カ		・ＧＣ参加賞
・ＧＣにおけるゲストライダー出場
(ＧＰライダー依頼、青山＆中上選手等) サンカショウ シュツジョウ イライ アオヤマ ナカガミ センシュ トウ				・ＯＨＬＩＮＳリヤサス指定部品化 シテイ ブヒンカ

		3		CBR250R Dream Cup
エキスパートクラス		⇒		鈴鹿サンデーロード最終戦 スズカ サイシュウセン		各サーキットのランク上位
（サーキットによって人数が変化） カク ジョウイ ニンズウ ヘンカ		・ＧＣ参加賞
・鈴鹿ＧＣで支援枠決定。（チャレンジクラス限定）
・翌年ＮＫＳ登録（年齢による） サンカショウ スズカ シエン ワク ケッテイ ゲンテイ				・ＯＨＬＩＮＳリヤサス指定部品化
・年齢に関係なく翌年のパーツサポートが受けられる
・ＨＲＣ支援パーツ３０万 シテイ ブヒンカ シエン マン				翌年のＡＤＣにスポット参戦 ヨクネン サンセン

		5		CBR250R Dream Cup
ツインクラス		⇒		鈴鹿サンデーロード最終戦
（JP250混走？鈴鹿と調整） スズカ サイシュウセン コン ソウ スズカ チョウセイ		各サーキットのランク上位
（サーキットによって人数が変化）

調整必要 カク ジョウイ ニンズウ ヘンカ チョウセイ ヒツヨウ		・ＧＣ参加賞
・鈴鹿ＧＣで支援枠決定。（チャレンジクラス限定）
・翌年ＮＫＳ登録（年齢による） サンカショウ スズカ シエン ワク ケッテイ ゲンテイ ヨクネン トウロク ネンレイ				・年齢に関係なく翌年のパーツサポートが受けられる
・ＨＲＣ支援パーツ３０万 ネンレイ カンケイ ヨクトシ ウ シエン マン				翌年のＡＲＲＣにスポット参戦 ヨクネン サンセン

		■2017年の支援内容について ネン シエン ナイヨウ

				①CBR250R Dream Cupエキスパート														エンジョイカテゴリーのレース参戦支援は サンセン シエン

				　　　・翌年度の「HRC NSF250R Challenge」への参戦を条件に、HRCパーツ(100万円分)を支援いたします。 ヨクネンド サンセン ジョウケン マン エン ブン シエン														どのカテゴリーでも可とするか？ カ

				　　　　支援対象はADC参加対象と同じ13～25才に限定させていただきます。 シエン タイショウ サンカ タイショウ オナ サイ ゲンテイ														・JP250

																		・ST600

				②HRC NSF250R Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ														・J-GP2

				　　　・翌年度の「HRC NSF250R Challenge」への参戦を条件に、HRCパーツ(100万円分)を支援いたします。 ヨクネンド サンセン ジョウケン マン エン ブン シエン														・NSF250R HRC Challenge

				　　　　支援対象はATC参加対象と同じ12～20才に限定させていただきます。 シエン タイショウ サンカ タイショウ オナ サイ ゲンテイ





支援案･懸案

		2018年度HRCワンメイク支援案 ネンド シエン アン



				■育成カテゴリー  ＊目的　：　将来のＭｏｔｏＧＰライダー育成、Ｈｏｎｄａブランドイメージ確立、アジア市場活性化 イクセイ モクテキ ショウライ イクセイ カクリツ シジョウ カッセイ カ

								　　　　ステップアップクラスにおいて支援施策を準備する。またＮＫＳ支援システムとリンクしＨｏｎｄａ育成システムを構築する。 シエン シサク ジュンビ シエン イクセイ コウチク

				現行クラス ゲンコウ		⇒		若手育成支援クラス ワカテ イクセイ シエン		対象者選定 タイショウシャ センテイ		支援内容 シエン ナイヨウ		備考 ビコウ		対応部署 タイ オウ ブショ

		1		HRC NSF100トロフィーJr		⇒		NSF250R HRC Challenge
(地方選手権） チホウ センシュケン		年末に行われる鈴鹿ＧＣにおいて優秀な成績を収めた者３名 ネンマツ オコナ スズカ ユウシュウ セイセキ オサ モノ メイ		翌年のＣｈａｌｌｅｎｇｅ参戦を条件に
・NSF250R用 HRCパーツ50・30・20万分支援
＊但し以下の内容に合致する事
・HRC SSチームに所属
・新車(NX7)をSSで購入する事
・若手育成への登録 ヨクネン サンセン ジョウケン ヨウ ブン シエン タダ イカ ナイヨウ ガッチ コト ショゾク シンシャ コウニュウ コト ワカテ イクセイ トウロク		契約書の締結
・パーツの転売不可

＊若手育成
   ＳｔｅｐＢへの登録 ケイヤクショ テイケツ テンバイ フカ ワカテ イクセイ トウロク		HRCで完結
MS/HMJに対し連絡のみ カンケツ タイ レンラク		3名なら・・・
1位50万
2位30万　
3位20万 メイ イ マン イ マン イ マン

		2		NSF250R HRC Challenge
（地方選手権） チホウ センシュケン		⇒		・ATC（アジアタレントカップ）


・NSF250R HRC Challenge		・9/23のもてぎ選手権にて優秀な成績を収めた者１名
（ドルナ・セレクション10/25頃
Ｓｅｐａｎｇ前)

・鈴鹿ＧＣでの成績から対象者を選定する１名
（ATC対象外より選定）
 センシュケン ユウシュウ セイセキ オサ モノ メイ ゴロ マエ		・9/23もてぎでの優勝もしくは相当の成績を収めた者にATCへの参戦権を付与
(ドルナ・セレクションに参加する必要なし）


・翌年のチャレンジクラス再参戦を前提にHRCパーツ支援を実施する（50万円分）
・HRC SSチームに所属
・NKSへの登録 ユウショウ ソウトウ セイセキ オサ モノ サンセン ケン フヨ サンカ ヒツヨウ ヨクネン サイ サンセン ゼンテイ シエン ジッシ マン エン ブン		・ATC参戦基準による
　　年齢制限
　　費用負担


・若手育成
　ＳｔｅｐＢへの登録

 サンセン キジュン ネンレイ セイゲン ヒヨウ フタン		MS/HMJと協議の上
支援ライダーを決定

・ドルナがセレクションを実施。
その前に支援ライダーを決定する



・全日本参戦支援はHRCで完結

 キョウギ ウエ シエン ケッテイ ジッシ マエ シエン ケッテイ ゼンニホン サンセン シエン カンケツ		・ドルナと書面による約束

・早めのＰＲが必要

・鈴鹿の大会をどうするか
　（次年度参戦支援等） ショメン ヤクソク ハヤ ヒツヨウ スズカ タイカイ ジネンド サンセン シエン トウ







				■エンジョイカテゴリー　　　　＊目的　：　国内のエントリー市場活性化、参加ユーザーの満足度向上、車両の販促展開 モクテキ コクナイ シジョウ カッセイカ サンカ マンゾクド コウジョウ シャリョウ ハンソク テンカイ

								　　　　　　 　　　 レース参戦やＧＣの存在意義を高め、年齢層に関係なく目標や夢の持てる参戦カテゴリー。 サンセン ソンザイ イギ タカ ネンレイソウ カンケイ モクヒョウ ユメ モ サンセン

				現行クラス ゲンコウ		⇒		ＧＣ開催 カイサイ		ＧＣ出場資格 シュツジョウ シカク		活性/満足度向上施策案 カッセイ マンゾク ド コウジョウ シサク アン		その他施策/詳細等 タ シサク ショウサイ トウ

		1		HRC NSF100 トロフィー
大人（ＧＣ）クラス オトナ		⇒		もてぎＨＲＴＤ
（ｊｒ＆GC混走） コン ソウ		年間4レース以上参加
(複数施設可) ネンカン イジョウ サンカ フクスウ シセツ カ		・ＧＣ参加賞
・２０１７年より表彰メダルをＪＣ／ＧＣ、別々に作成 サンカショウ サクセイ		・鈴鹿ミニモト参加推進
　（現状NSF100の出場は許可されていない) スズカ サンカ スイシン ゲンジョウ シュツジョウ キョカ

		2		HRC GROM Cup		⇒		もてぎＨＲＴＤ		年間4レース以上参加
(複数施設可) ネンカン イジョウ サンカ フクスウ シセツ カ		・ＧＣ参加賞
・ＧＣ/耐久におけるゲストライダー出場
（全日本ライダーで検討）

・初のフルシーズン開催 サンカショウ タイキュウ シュツジョウ ゼンニホン ケントウ		・鈴鹿ミニモト/もてぎＤＥ耐出場可能
・コンチュー外しによるパワーアップ

・ＲＥＤ ＢＵＬＬサポートの件、事務局推進 スズカ タイ シュツジョウ カノウ ハズ

		4		CBR250R Dream Cup
ビギナークラス		⇒		もてぎＨＲＴＤ		年間4レース以上参加
(複数施設可) ネンカン イジョウ サンカ フクスウ シセツ カ		・ＧＣ参加賞
・ＧＣにおけるゲストライダー出場
(ＧＰライダー依頼、青山＆中上選手等) サンカショウ シュツジョウ イライ アオヤマ ナカガミ センシュ トウ		・ＯＨＬＩＮＳリヤサス指定部品化 シテイ ブヒンカ

		3		CBR250R Dream Cup
エキスパートクラス		⇒		鈴鹿サンデーロード最終戦 スズカ サイシュウセン		各サーキットのランク上位
（サーキットによって人数が変化） カク ジョウイ ニンズウ ヘンカ		・ＧＣ参加賞
・鈴鹿ＧＣで支援枠決定。（チャレンジクラス限定）
・翌年ＮＫＳ登録（年齢による） サンカショウ スズカ シエン ワク ケッテイ ゲンテイ		・ＯＨＬＩＮＳリヤサス指定部品化
・年齢に関係なく翌年のパーツサポートが受けられる
・ＨＲＣ支援パーツ３０万 シテイ ブヒンカ シエン マン				翌年のＡＤＣにスポット参戦 ヨクネン サンセン

		5		CBR250R Dream Cup
ツインクラス		⇒		鈴鹿サンデーロード最終戦
（JP250混走？鈴鹿と調整） スズカ サイシュウセン コン ソウ スズカ チョウセイ		各サーキットのランク上位
（サーキットによって人数が変化）

調整必要 カク ジョウイ ニンズウ ヘンカ チョウセイ ヒツヨウ		・ＧＣ参加賞
・鈴鹿ＧＣで支援枠決定。（チャレンジクラス限定）
・翌年ＮＫＳ登録（年齢による） サンカショウ スズカ シエン ワク ケッテイ ゲンテイ ヨクネン トウロク ネンレイ		・年齢に関係なく翌年のパーツサポートが受けられる
・ＨＲＣ支援パーツ３０万 ネンレイ カンケイ ヨクトシ ウ シエン マン				翌年のＡＲＲＣにスポット参戦 ヨクネン サンセン

		■2017年の支援内容について ネン シエン ナイヨウ

				①CBR250R Dream Cupエキスパート												エンジョイカテゴリーのレース参戦支援は サンセン シエン

				　　　・翌年度の「HRC NSF250R Challenge」への参戦を条件に、HRCパーツ(100万円分)を支援いたします。 ヨクネンド サンセン ジョウケン マン エン ブン シエン												どのカテゴリーでも可とするか？ カ

				　　　　支援対象はADC参加対象と同じ13～25才に限定させていただきます。 シエン タイショウ サンカ タイショウ オナ サイ ゲンテイ												・JP250

																・ST600

				②HRC NSF250R Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ												・J-GP2

				　　　・翌年度の「HRC NSF250R Challenge」への参戦を条件に、HRCパーツ(100万円分)を支援いたします。 ヨクネンド サンセン ジョウケン マン エン ブン シエン												・NSF250R HRC Challenge

				　　　　支援対象はATC参加対象と同じ12～20才に限定させていただきます。 シエン タイショウ サンカ タイショウ オナ サイ ゲンテイ



懸案項目

１、ＮＳＦ１００⇒ＮＳＦ２５０Ｒへのステップアップ支援にあたり
　　・対象者人数は・・・３名　　　複数名を対象
　　・支援内容は金額は・・５０万・３０万・２０万　
　　・ＮＫＳ ＳｔｅｐＢへの登録

２、ＮＳＦ２５０Ｒ⇒ＡＴＣ参戦権付与にあたり
　　・対象者選定レースの開催日程（9/23もてぎ選手権・ＪＰ３との混走レース）
　　・対象者人数は・・・１名
　　・ドルナとの合意書（約束書）　　5月中旬をめどに推進（宇川さん)　　
　　
３、チャレンジ鈴鹿ＧＣにおける支援施策
　　・ＡＴＣ対象者以外から選定（対象年齢12～20才）
　　・対象者には翌年のチャレンジ参戦を前提にＨＲＣパーツ５０万支援
　　・ＮＫＳ ＳｔｅｐＢへの登録

懸案項目
１、エキスパートクラスの支援内容（ＨＰでＰＲ済）
２、ツインクラスの支援内容
３、ＧＣゲストライダーについて（ＣＢＲ‐Ｒ/ＧＲＯＭ）



2016NGK説明

		NGK杯　ADC／ATC説明会 ハイ セツメイカイ

		①CBR250R Dream Cupエキスパートクラス

				■昨年までの支援内容 サクネン シエン ナイヨウ

				・鈴鹿GCでの結果を参考に「アジア・ドリーム・カップ」(ADC)への参戦枠(対象年齢13～25才)を確保(人数は１人以上) スズカ ケッカ サンコウ サンセン ワク タイショウ ネンレイ サイ カクホ ニンズウ ヒト イジョウ

				■現時点HRC HPのご案内 ゲンジテン アンナイ

				・例年、「Dream Cup DUNLOP杯GC」は、対象年齢のライダーに対して翌年の「アジア・ドリーム・カップ」（ADC）候補の選考を兼ねておりましたが、2017年のADCの動向を踏まえ現在調整中 タイショウ ネンレイ

				■NGK杯での説明 ハイ セツメイ

				・HPでご案内しておりました通り、「アジア・ドリーム・カップ」(ADC)の動向が見えない状況でしたが、最終的に「アジア・タレント・カップ」(ATC)との統合で話がまとまりました。 アンナイ トオ ドウコウ ミ ジョウキョウ サイシュウテキ トウゴウ ハナシ

				　したがって、2017年のADCは開催されません。 ネン カイサイ

				　CBR250R Dream CupからADCへのステップアップの道が閉ざされてしまったわけですが、HRCとしてはCBR250R Dream Cupからステップアップするライダーのために ミチ ト

				　新たな支援施策を用意しました。 アラ シエン シサク ヨウイ

				　　　・翌年度の「HRC NSF250R Challenge」への参戦を条件に、HRCパーツ(100万円分)を支援いたします。 ヨクネンド サンセン ジョウケン マン エン ブン シエン

				　　　　支援対象はADC参加対象と同じ13～25才に限定させていただきます。 シエン タイショウ サンカ タイショウ オナ サイ ゲンテイ

				＊支援施策を受けるために必要な項目 シエン シサク ウ ヒツヨウ コウモク

				　　・HRCサービスショップの所属ライダーである事 ショゾク コト

				　　・車両は自分で用意する事 シャリョウ ジブン ヨウイ コト

				　　・ATCへの参加候補については、対象年齢を12～20才(ATC参加基準)とさせて頂きます。 サンカ コウホ タイショウ ネンレイ サイ サンカ キジュン イタダ

				　　・国内ライセンス保持者 コクナイ ホジ シャ

		②HRC NSF250R Challenge

				■現時点のご案内（HPにて） ゲンジテン アンナイ

				「Challenge DUNLOP杯GC」で優秀な成績(優勝及び相当する成績)を収めた参加者に対してATCへの参加枠を確保します。 サンカ ワク カクホ

				■NGK杯での説明 ハイ セツメイ

		１案 アン		皆様に変化点についてご説明いたします。 ミナサマ ヘンカ テン セツメイ

				ＨＰ等でご案内しておりましたATCへの参加資格ですが、ADCがATCに統合され、 トウ アンナイ サンカ シカク トウゴウ

				参加枠が絞られた事によりChallenge枠を確保することが出来なくなりました。 サンカ ワク シボ コト ワク カクホ デキ

				申し訳ございません。 モウ ワケ

		２案 アン		HPでご案内させて頂きました様に、明日のレースで優秀な成績を収めた方にATC枠を確保しております。 アンナイ イタダ ヨウ アス ユウシュウ セイセキ オサ カタ ワク カクホ

				判断基準ですが、明日のレースはもちろん、各地方での成績、将来性等を考慮しHRCにて決定、ご連絡させて頂きます。 ハンダン キジュン アス カク チホウ セイセキ ショウライセイ トウ コウリョ ケッテイ レンラク イタダ

				翌年度の「HRC NSF250R Challenge」への参戦を条件に、HRCパーツ(100万円分)を支援いたします。 ヨクネンド サンセン ジョウケン マン エン ブン シエン

				支援対象はATC参加対象と同じ12～20才に限定させていただきます。 シエン タイショウ サンカ タイショウ オナ サイ ゲンテイ

				支援対象者については明日のレース結果を参考に決定し、後ほどHRCよりライダーに連絡します。 シエン タイショウ シャ アス ケッカ サンコウ ケッテイ ノチ レンラク





支援案

		2018年度HRCワンメイク支援案 ネンド シエン アン



				■育成カテゴリー              ＊目的　：　将来のＭｏｔｏＧＰライダー育成、Ｈｏｎｄａブランドイメージ確立、アジア市場活性化 イクセイ モクテキ ショウライ イクセイ カクリツ シジョウ カッセイ カ

				現行クラス ゲンコウ		⇒		ステップアップクラス		支援内容 シエン ナイヨウ		備考 ビコウ		対応部署 タイ オウ ブショ

		1		HRC NSF100トロフィーｊｒ		⇒		NSF250R HRC Challenge		翌年のＣｈａｌｌｅｎｇｅ参戦を条件に
・NSF250R HRCパーツ100万円分支援
＊但し以下の内容に合致する事
・HRC SSチームに所属
・新車(NX7)をSSで購入する事
 ヨクネン サンセン ジョウケン マンエン ブン シエン タダ イカ ナイヨウ ガッチ コト ショゾク シンシャ コウニュウ コト		契約書の締結
・パーツの転売不可 ケイヤクショ テイケツ テンバイ フカ		HRCで完結
MS/HMJに対し連絡のみ カンケツ タイ レンラク

		2		NSF250R HRC Challenge		⇒		ATC（アジアタレントカップ）		GCでの優勝もしくは相当の成績を収めた者にATCへの参戦権を付与
（2名？）
 ユウショウ ソウトウ セイセキ オサ モノ サンセン ケン フヨ メイ		ATC参戦基準による
・年齢制限
・費用負担 サンセン キジュン ネンレイ セイゲン ヒヨウ フタン		MS/HMJと協議の上
支援ライダーを決定

ドルナがセレクションを実施するなら、その前に支援ライダーを決定する（GC前倒し？） キョウギ ウエ シエン ケッテイ ジッシ マエ シエン ケッテイ マエ タオ



				■エンジョイカテゴリー　　　　＊目的　：　国内の底辺市場活性化、参加ユーザーの満足度向上、CBRの販促展開 モクテキ コクナイ テイヘン シジョウ カッセイカ サンカ マンゾクド コウジョウ ハンソク テンカイ

				現行クラス ゲンコウ		⇒		ステップアップクラス		支援内容 シエン ナイヨウ		備考 ビコウ		対応部署 タイ オウ ブショ

		1		CBR250R Dream Cup
エキスパートクラス		⇒		NSF250R HRC Challenge		翌年のＣｈａｌｌｅｎｇｅ参戦を条件に
・NSF250R HRCパーツ50万円分支援
＊但し以下の内容に合致する事
・HRC SSチームに所属
・新車(NX7)をSSで購入する事
 ヨクネン サンセン ジョウケン マンエン ブン シエン タダ イカ ナイヨウ ガッチ コト ショゾク シンシャ コウニュウ コト		契約書の締結
・パーツの転売不可 ケイヤクショ テイケツ テンバイ フカ		HRCで完結
MS/HMJに対し連絡のみ カンケツ タイ レンラク

		2		CBR250R Dream Cup
ツインクラス		⇒		NSF250R HRC Challenge		翌年のＣｈａｌｌｅｎｇｅ参戦を条件に
・NSF250R HRCパーツ50万円分支援
＊但し以下の内容に合致する事
・HRC SSチームに所属
・新車(NX7)をSSで購入する事
 ヨクネン サンセン ジョウケン マンエン ブン シエン タダ イカ ナイヨウ ガッチ コト ショゾク シンシャ コウニュウ コト		契約書の締結
・パーツの転売不可 ケイヤクショ テイケツ テンバイ フカ		HRCで完結
MS/HMJに対し連絡のみ カンケツ タイ レンラク

		■2017年の支援内容について ネン シエン ナイヨウ

				①CBR250R Dream Cupエキスパート										エンジョイカテゴリーのステップアップは

				ＡＤＣの消滅に伴い、別カテゴリーへのステップアップ支援を実施 ショウメツ トモナ ベツ シエン ジッシ										下記カテゴリーでも可とするか？ カキ カ

				・支援内容　：　2017年のＣｈａｌｌｅｎｇｅ参戦を条件にＨＲＣパーツ１００万円分（定価）を支援する。 シエン ナイヨウ ネン サンセン ジョウケン マンエン ブン テイカ シエン										・JP250

														・ST600

				②HRC NSF250R Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ										・NSF250R HRC Challenge

				ＧＣの結果（優勝）がセレクション合格ライダーならばチャレンジ枠の適応はなし ケッカ ユウショウ ゴウカク ワク テキオウ										＊上記同様HRCパーツ支援を実施する ジョウキ ドウヨウ シエン ジッシ

				セレクション不合格のライダーがＧＣ優勝した場合、チャレンジ枠の適応できない。別途支援対応を検討する。 フゴウカク ユウショウ バアイ ワク テキオウ ベット シエン タイ オウ ケントウ										　事で市場活性に繋げる コト シジョウ カッセイ ツナ

				（ＧＣ優勝という結果だけでなく総合的に見て枠の適応はできないが、2017年に継続してチャレンジに参戦するならパーツ支援<定価50万>を行う） ユウショウ ケッカ ソウゴウテキ ミ ワク テキオウ ネン ケイゾク サンセン シエン テイカ マン オコナ
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■ ステップアップイメージと支援
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全日本選手権
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Ｊｒ.クラス

エキスパートクラス
（ビギナークラスは支援対象外） CBR250RRクラス
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全日本ワークス参戦開始

ライダースキルアップ
ＧＰ３スポット参戦
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