
１、開催日 2012年12月16日（日）

２、開催場所 ツインリンクもてぎ・南コース　 栃木県芳賀郡茂木町桧山120-1  TEL:0285-64-0200

３、ｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰ コーヨーレーシングクラブ（KOYO） 茨城県土浦市神立町3675-1  TEL&FAX(029)831-9695
協力：JMRC栃木ｼﾞﾑｶｰﾅ部会/JMRC茨城ｼﾞﾑｶｰﾅ部会/㈱ﾓﾋﾞﾘﾃｨﾗﾝﾄﾞ

４、競技内容
本フェスティバルは、慣熟走行１本と競技走行２本を行い、競技走行２本のベストタイムにより順位を決定する。
その他のルールは、2012JMRC関東ジムカーナ共通規則に準拠する。

５、タイムスケジュ－ル

６、クラス区分
No. クラス 参加車両 注意・備考
1 NT1500 排気量1586ccまでの前輪駆動車 
2 NTF 排気量制限無しの前輪駆動車
3 NTR 排気量制限無しの後輪駆動車
4 NT4 排気量制限無しの４輪駆動車
5 ﾁｬﾚﾝｼﾞK 軽自動車で駆動方式の制限無し
6 ﾁｬﾚﾝｼﾞ 排気量制限および駆動方式の制限無し
7 ﾁｬﾚﾝｼﾞ特設 排気量制限および駆動方式の制限無し 5台以上の参加者申請によるクラス※２
8 AE AE 排気量制限および駆動方式の制限無し ハイブリッド＆電気自動車
9 SCD SC/D 排気量制限および駆動方式の制限無し 競技専用タイヤ、ウォーム可
10 S2 排気量制限無しの２輪駆動車
11 S4 排気量制限無しの４輪駆動車
12 EX2 排気量制限無しの２輪駆動車で上級ドライバー

13 EX4 排気量制限無しの４輪駆動車で上級ドライバー
※１：各クラスの参加台数が１台の場合は、同じ駆動方式・タイヤのクラスに統合する。

※２：オーガナイザーに要相談。

※３：Sタイヤの定義はJMRC関東共通規則書（NT規定）に準ずる。他クラスはSタイヤを除く一般走行可能なタイヤとする。

※４：SCDクラスを除き、タイヤウォームアップ機器類の使用および行為を禁止する。

※５：オープンカーのロールバー装着は任意とするが、未装着の場合はオープン状態での走行は禁止とする。

７、参加資格および制限
１）参加者は、ﾓｰﾀｰｽﾎﾟｰﾂﾗｲｾﾝｽの有無を問わないが、当該車両を運転できる免許証を所持していること。
２）２０才未満の参加者は、参加申込時に親権者の承諾を必要とする。
３）参加者は1名あたり1クラスのみに参加することができる。
４）同一車両による重複参加は３名まで認められる。
５）参加受付台数は、１８０台を上限とする。

８、参加料および申し込み方法
１）参加料は1名あたり下記の金額とする。（ﾂｲﾝﾘﾝｸもてぎ入場料およびMＳ共済会費含む）

一般参加者 12,000円
ｼﾘｰｽﾞ参加者 11,000円 ※EX2およびEX4に限り8,000円とする。
TRMC-S会員 500円割引き

　　※ｼﾘｰｽﾞ参加者とは、2012年度栃木茨城ｼﾘｰｽﾞの参加又はｵﾌｨｼｬﾙ実績のある者とする。

２）所定の参加申込書･車両申告書に必要事項を記入し署名捺印のうえ、参加料を添えて下記まで現金書留にて郵送すること。
　　銀行振込みの場合は、必要書類をE-mailに添付して送付するかFAXにて送信する。この場合は署名捺印した原本を当日持参する。
３）参加申込みおよび問合せ先

〒300-0013　茨城県土浦市神立町3675-1
　　　 　ＫＯＹＯ事務局　中川陽二　宛　TEL&FAX(029)831-9695 E-mail：koyo-racing@jcom.home.ne.jp
  参加料を銀行振り込みにする場合の振込先： ｼﾞｬﾊﾟﾝﾈｯﾄ銀行 本店営業部 普通口座 6951142 コーヨーレーシングクラブ

４）参加申し込み期間：2012年11月26日(月)から12月7日(金)までに必着のこと。
５）参加受理：参加受理の諾否は参加受理証の送付にて通知する。

９、賞典 １）各クラスとも、参加台数の５０％を超えない範囲で上位６位まで表彰する。（EX2およびEX4を除く）
２）特別賞を設ける場合は、公式通知で発表する。

１０、本規則の施行および補足
１）本規則は、本フェスティバルに適用されるもので参加受付開始と同時に有効となる。
２）参加車両名は１５文字以内とし、特殊記号を使用した場合および１５文字を超えた場合には、事務局で修正する場合がある。

　　　　　　　　コーヨーレーシングクラブ事務局

慣熟走行 ９：１５～

車両検査 ７：３０～８：００
慣熟歩行

ﾄﾞﾗｲﾊﾞ-ｽﾞﾌﾞﾘ-ﾌｨﾝｸﾞ　

排気量・駆動方式

第１ヒート終了5分後～40分間

７：００～

JMRC栃木茨城ジムカ－ナフェスティバル2012開催要綱

第１ヒート
慣熟歩行
第２ヒート
表 彰 式

ゲートオープン
参加確認受付 ７：１５～７：４５

８：００～８：４０
８：４５～９：００

慣熟走行終了15分後～

ゲートクローズド

第１ヒート終了１時間後～
第２ヒート終了30分後～

表彰式終了30分後

N/SA/B

PN/N/SA/B

Sタイヤの使用可※３

シードドライバー等



JMRC 栃木茨城ジムカーナフェスティバル２０１２

参 加 申 込 書

＜太枠内の各記入欄に、楷書で正確に記入して下さい＞

フリガナ 性 別 生年月日及び年令

昭和運転者

氏 名
男 ・ 女

平成
　年　　　月　　　日　　　　　才

フリガナ 自宅 TEL        －        －

携帯        －        －
住所

〒　　　 ―

e-mail

運転免許証番号 運転免許証の有効年月日 競技会出場経験

平成 　 　　年　  　月 　 　日 　無 ・ 有　（約　　　　　 戦出場　　　　　　戦入賞）

重複参加 無 ・ 有　→ ｸﾗｽ：　　　　　　　氏名： ｸﾗｽ：　　　　　　　　氏名：

車名

(通称名)
登録番号

(ナンバー)
年式 年式

改造

範囲

PN・N・SA
SC・D・B

車両型式 － エンジン型式 気筒容積 　　 　　　cc 過給器 無・有 改造車検 無・有

参加車両名

(15 文字以内)
左記の参加車両名には必ず車両名(型式ではなく

通称名：ランサー・MR2・シビック等)を入れる事。

フロント 銘柄　　　　　　　　　　　　　　　　サイズ メーカー：
タイヤ

リア 銘柄　　　　　　　　　　　　　　　　サイズ 規　　格：

フロント 銘柄　　　　　　　　　　　　　　　　サイズ

ヘルメット

製造年月：
ホイール

リア 銘柄　　　　　　　　　　　　　　　　サイズ グローブ メーカー：

下記一覧の内で変更・改造しているものに○をする事

機能部品
サスペンション・ゴムブッシュ・ピロボール・スタビライザー・クラッチ・フライホイール・ＬＳＤ・ファイナルギア・ミッションギヤ

エアークリーナー・エアークリーナーケース・エキゾーストマニホールド・吸気系パイプ・Ｉ／Ｃ・マフラー・他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

車室部内 ステアリング・シート・シートベルト・ロールバー・シフトノブ・フットレスト・ヒールプレート・追加メーター・他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　）

車体部品 タワーバー・エンジンマウント・エアロパーツ・ボンネット・トランク・バンパー・ボディ補強・他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

下記は該当者のみ記入すること。

クラス ゼッケン

W

参加クラス（参加するクラスに○を付けること）

NT1500 NT-F NT-R NT-4 ﾁｬﾚﾝｼﾞ K ﾁｬﾚﾝｼﾞ ﾁｬﾚﾝｼﾞ特設 AE SCD S2 S4 EX2 EX4

JAF ライセンス No. － － 出場実績 クラス 順位

JAF ライセンス種別 国際 ・ 国内　　　Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ 除外

所属クラブ名 (略称　   　　　　　)

TRMC-S/SMSC 会員 No.

受 付 日 受 付 No. 受 領 額 運転免許証 ヘルメット グローブ 備考
ｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰ

記入欄 ／

誓　約　書
私は、本フェスティバル開催要綱に同意致します。本フェスティバル参加にあたり関連して起こった死亡、負傷、その他の事故で私自身の受

けた損害について、けっしてオーガナイザー、競技役員、係員、雇用者、会場所有者等に対して、非難したり責任を追求したり、また損害賠

償を要求したりしない事を誓約致します。尚、この事は事故がオーガナイザーまたは前記の関係役員等の手違い等に起因した場合であっても

変わりありません。又、運転者は本フェスティバルについての諸規則を熟知しており、参加車両については、コースおよびスピードに対して

適格であり、かつ競争が可能である事を誓います。

平成　 　年 　　月 　　日

運転者署名　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　㊞　　　　　親権者署名　　　　　　　　　　　　　 　　　　㊞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(運転者が満 20 才未満の場合、上記に署名捺印すること)



◇消費税、サービス料込み。料金はお一人様料金 3歳以上は同一料金となります。

ご予約の際は、「ジムカーナフェスティバル特別宿泊プラン」とお申し付けください。
※上記金額は、特別プランにて他の割引との併用はいたしかねます。

☆ご予約・お問い合わせ☆
ツインリンクもてぎ予約センター：０２８５（６４）０４８９

■ご注意事項■
１．ご精算は、お部屋毎に一括でお願いいたします。
２．チェックアウトは１０時とさせていただきます。
３．当日のキャンセルは宿泊料金の８０％。
前日のキャンセルは宿泊料金２０％となります。

■レストランリニューアルのお知らせ■
◇レストラングリーンベイは、セットメニュー中心のカジュアルなレストランに
リニューアルいたしました。
ご夕食をご希望のお客様は、「１泊２食」をご利用ください。

プラン販売期間 ： ２０１２年１２月１５日（土）～２０１２年１２月１６日（日）

２０１２年より、ホテル宿泊プランがリニューアル。
お得なプランをご用意いたしました。

サーキットにお越しの際は、オフィシャルホテル・ホテルツインリンクをご利用ください。

¥6,300¥8,100ツイン

¥8,100¥10,800シングル

¥5,400¥6,300トリプル

¥4,500¥5,400フォース

１６日１５日１泊朝食

☆ご朝食☆
◇ご利用時間：７：００～９：３０入店
◇内容：朝食バイキング
※ご予約状況により、お食事内容が
変更になる場合がございます。

☆お弁当☆
◇レース開催日、ご希望のお客様に
お弁当へ変更ができます。

◇受け渡しはフロントカウンターにて
時間 ：５：３０～７：００

※お弁当の受付締め切りは、ご宿泊日
から数えて３日前までとなります。

¥7,000

¥9,000¥10,500ツイン

¥10,000¥12,500シングル

¥8,000¥9,000トリプル

¥8,000フォース

１６日１５日
１名様あたり
１泊２食

¥5,400¥7,200ツイン

¥7,200¥9,900シングル

¥4,500¥5,400トリプル

¥3,600¥4,500フォース

１６日１５日素泊まり

☆ご夕食☆
時間：１７:３０～２０:００入店
内容：おまかせセット料理となります。
※ご予約状況により、内容が変更となる場合がございます。


