
ＪＡＦクローズド格式

各参加者には、車両・タイヤ・経験の各項目についてハンディキャップを加算する。（単位は秒） モータースポーツイベント

車両によるハンディキャップ
（１）排気量 2016ＪＭＲＣ栃木フェスティバル

排気量区分 ハンデ

A　：　気筒容積660ｃｃまでの車両 0 開　催　要　項　草　案

B　：　気筒容積661～1000ｃｃまでの車両 1

C　：　気筒容積1001～1600ｃｃまでの車両 2 開催期日　　平成２８年１２月４日（日）

D　：　気筒容積1600～2000ｃｃまでの車両 4 開催場所　　ツインリンクもてぎ

E　：　気筒容積2001cc以上の車両（2輪駆動） 6 マルチコース

F　：　気筒容積2001cc以上の車両（4輪駆動） 8

※過給機（ターボ・スーパーチャージャー）付きの車両は気筒容積に1.7を掛ける。 主　　催　　　ＪＭＲＣ栃木支部

　　　例　：　RX-7　　1308cc×1.7（換算係数）=2223.6cc　となります｡ 主　　管　　　ＪＭＲＣ栃木ジムカーナ部会

（２）タイヤ 協　　力　　　ＪＭＲＣ栃木ダートトライアル部会

タイヤの種類 ハンデ 　　　　　　　　ＪＭＲＣ栃木ラリー部会

ダート用ラリータイヤ 0 エムオ－スポ－ツクラブ モータースポーツクラブ須佐

ラジアルタイヤ（ノーマルを含み一般用タイヤ） 2 チ－ムソネット フラットスポ－ツクラブ

競技用タイヤ（スリックは使用不可）・舗装用ラリータイヤ 5 ターマックプロ　レーシングチーム チ－ム．ジェネシス

経験によるハンディキャップ アクティブモ－タ－スポ－ツクラブ チ－ムレトロ

経験 さらに細かく分けました ハンデ チ－ムろいやる佐野 レ－シングファミリ－シンドロ－ム

競技未経験者 Ａ　：　競技未経験者 0 チ－ムシェイクダウン チ－ムベスト

B　：　C・D以外の競技経験者 8 アドバンスポ－ツクラブ栃木 チ－ム日光

10 メモリ－．レ－シング．クラブ アルボ－レ－シングチ－ム

D　：　2016年全日本選手権に3戦以上出場 12 ヌウ゛ォラ－リスポ－ツ 宇都宮モ－タ－スポ－ツクラブ

Ｅ　：　Ｆ以外の競技経験者 5 チ－ムスタ－ダストレ－シング チームシンクロ

Ｆ　：　2016年地区戦・全日本選手権に3戦以上出場 7 エムスリーレーシング ジェネラル

レース競技経験者 G　：　競技経験者 5 チーム・メープルスポーツ アール・フォ－

※　競技とは、JAF公認競技、クローズド都県戦、G6、丸和カップ等を指す。 レーシングチーム・ファン サンレイク瓢たんレーシングクラブ

　　 経験の項目で重複する場合は、ハンデの多いものを選択する。 キュートレーシング 順不同

　　 尚、不明な点は申込みの際、事務局まで問い合わせてください。 協　　賛　　　住友ゴム工業㈱

ハンデ申請方法：申込書の一番下に記入のこと｡合計も書いて下さい！ 後　　援　　　ＪＡＦ栃木支部

C　：　2016ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ・地区戦に3戦以上出場/D以外の全日本出場ジムカーナ競技経験者

ダートラ・ラリー競技経験者

ハンディキャップ一覧表

カタログ値でいいので１cc単位まで調べてね！申込書に記入欄あ
りもちろん、ボアアップしたエンジン等は、現状の数値で！



　　《　２０１６年ＪＭＲＣ栃木フェスティバル開催要項　》 第11条　クラス区分競技種目
１）チーム対抗タイムアタック（対象：参加者全員）

　本競技会は、栃木県内のＢ級モータースポーツ界発展のために 　（コースを設定し、複数回走行、走行タイムの合計を順位決定に反映させる。）
行うものであり、ＪＡＦ及びＪＭＲＣ登録クラブ間及びクラブ員 　（車両・ドライバーの経験によるハンデ制あり。ハンデについては裏面参照）
等の親睦を目的とする。 ２）チーム対抗パート別コースタイムアタック　（対象：チーム全員）

　（スラロームのみ、８の字のみなどｅｔｃ　　１つのコースに対し、チームで１人）
第１条　大会名称 　（コースを１回のみ走行し、チームの順位決定に反映させます。）

２０１６年ＪＭＲＣ栃木フェスティバル ３）クラブ代表者対抗タイムアタック　（対象者：クラブの代表者）
第２条　競技種目および格式大会内容 　　代表者の方の参加状況によります。

ＪＡＦクローズド格式　モータースポーツイベント ４）その他　　競技種目は増える可能性があります｡いずれもチームの成績に反映させます｡
第３条　オーガナイザー 第12条　参加申し込み

主催：ＪＭＲＣ栃木支部 １）参加料は１名７,５００円とする。　申し込み時に１チーム３名の登録をしたチームは、
主管：ＪＭＲＣ栃木支部ジムカーナ部会 　１チーム当り１０００円のキャッシュバックあり。（チーム申請は１１月２８日迄ＯＫ）
　　　　所在地：宇都宮市岩曽町１３０３番地 　（キャッシュバックは、イベント当日に行います。欠席チームはキャッシュバック無し）
　　　　代表者：清島　康伸　　　℡070-6644-1348 　☆２人以下で申し込みの方は、おまかせチームとさせて頂きます。（主催者に一任）

第４条　開催日 　☆ＴＲＭＣ会員は、１名あたり５００円引きとする。
平成２８年１２月４日（日曜日） 　（ＴＲＭＣ会員は、申し込み時に５００円を差し引いて送金下さい。）

第５条　開催場所 　☆参加料にはツインリンクもてぎ入場料金・共済会費を含みます。
ツインリンクもてぎ・マルチコース ２）チーム内に栃木県のＪＡＦ登録クラブ会員、ＪＭＲＣ栃木登録クラブ会員を有する場合
　栃木県芳賀郡茂木町桧山１２０－１　℡0285-64-0200 　　は、１チーム当り１,０００円割引きとする。（割引は、イベント当日返金します。）

第６条　タイムスケジュ－ル 　☆栃木県のＪＡＦ・ＪＭＲＣ登録クラブ会員は、クラブ印の捺印をもって証明する事。
ゲートオープン　　　　７：００ 　☆シール添付・コピー等は不可！！　チームとして申し込みの場合に、限ります。
受　　　　　付　　　　７：３０～８：００ ３）所定の参加申込書・共済会申込書・住所シールに必要事項を記入し署名捺印のうえ、参
慣　熟　歩　行　　　　８：００～８：３０ 　加料を添えて、下記宛現金書留にて申し込むか、銀行振込の場合は、必要書類と共に振込
ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｽﾞﾌﾞﾘ-ﾌｨﾝｸﾞ　　８：３０～８：５５ 　みしたことが分かるコピーを郵送すること。(持参も可)
競　技　開　始　　　　９：００～ 　　　　みずほ銀行　宇都宮支店　普通１３３５１２８　口座名義：清島 康伸

第７条　コース ４）参加申し込み、問い合わせ先
コースの設定は当日に発表する。 　　　〒321-0973　栃木県宇都宮市岩曽町１３０３　きよしまかぐてん内

第８条　参加資格 　　　アクティブＭＳＣ事務局 清島 康伸宛 TEL070-6644-1348 FAX(028)661-2012
自動車の運転を担当する者は、普通運転免許以上を有する事。 　　　e-mail：qvm81283@biglobe.ne.jp（電子メールは、問い合せ、資料請求のみ）

第９条　参加車両 　　携帯電話から電子メールを送る方は、返信メールを受け取れる様、設定に注意する事
レーシングスピードにて走行するにあたり、問題の起き ５）参加申し込み期間は、平成２８年１１月１４日（月）～１１月２８日（月）までとする。
ない車両。（ナンバーなし車は、積載車等にて搬送の事） ６）参加申し込み受付後、書類審査を行った上、参加受理または不受理の通知を発行する。

第10条　賞典 第13条　その他
１）各種目の成績をもとにチームの順位を算出する。 本要項に記載されていない競技運営に関する細則は、当日公式通知によって示される。
　成績優秀チームには賞金を授与する。 優勝チームに、なんと、５０,０００円！ の予定

　優勝：５０,０００円 季節柄、クラブの忘新年会等にお役立て下さい！　でも、使い方は自由！
　２位：１０,０００円 １チーム最大３,５００円の割引！
　３位：　５,０００円の予定（チーム数により調整もあり） チーム登録で、１０００円。　　クラブ会員申請で、１０００円。
２）クラブ代表者対抗タイムアタック もてぎ会員が３名で、１５００円。　　　　　　有効にお使い下さい。
　代表者が出走した場合は、クラブ員が参加しているチームの ハンデ申請方法：申込書の一番下に記入のこと｡合計も書いて下さい！
　タイムから－５秒する。（１チームに対し、１回のみ適用）
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チーム名

《太枠内のみ楷書で正確に記入する事》
２人以下で申込みの場合は、おまかせチームに○をつける｡

おまかせチーム希望
チームとして申込の時は、チーム名とメンバー全員を記入

構成メンバー
記入順に注意
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ライセンス№(会員のみ）

生命保険
（共済）

地域ｺｰﾄﾞ

前日練習会

競　技　会　名

ハンディキャップ申請

　私どもは、本競技会特別規則およびFIA国際モータースポーツ競技規則およ

びJAF国内競技規則に同意いたします。 本競技会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、JAFおよびオー

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、また損害賠償請求したりしない事を誓約いたします。

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ません。　また、運転者は、本競技会についての

JAF国内競技規則およびFIA国際モータースポーツ競技規則および本競技会

特別規則に熟知しており、また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、JAF国内競技規則およびスピード車両規則に合致し、かつ競

争が可能である事を誓います。

加入済 ･ 未加入
JMRC関東ｽﾎﾟｰﾂ共済・その他
（　　　　　　　　　　　　生命保険）

誓　　約　　書

有･無
参
加
車
両

参加車両名
（１５字以内で）

エンジン型式

前　輪 ・ 後　輪 ・ ４　輪

R・タイヤ

F・タイヤ

有･無改造車検

年式

E‐MAIL
↑連絡の取りやすいものをお書き下さい｡

所属クラブ登録印

・

競技会出場経験　有 ･ 無　　出場　　回　入賞　　回

主な競技歴
所属クラブ

免許証№

不参加PM　・　

住  所

・ライセンス№ -

印

参加者署名

運転者署名

親権者署名

上記運転者が、満20才未満の場合は下記に署名捺印する事

印

（ドライバーと異なる場合のみ記入）

車両型式

年式
昭和
平成

ゼッケン

　本競技会は、栃木県内のＢ級モータースポーツ界発展のために行うもの
であり、ＪＡＦ及びＪＭＲＣ登録クラブ間及びクラブ員等の親善を目的とする。

また、ＪＡＦ競技規則および本競技会開催要項に従って開催される｡

参加 1日

-

順位クラス

２０１６　ＪＭＲＣ栃木ジムカーナ部会

備　考ライセンス 免許証受理書

加入・未加入
対応する秒数を
お書き下さい

保険・共済

AM

平成　　　年　　　月　　　日

印

駆動輪

個人情報に関するご案内
ＪＭＲＣ栃木ジムカーナ部会（以下、「当部会」といいます。）は、参加申込みの際に提出された個人情報について、以下の範囲で利用させていただきます。

エントリーリスト・公式プログラム・ホームページ・メディア等への氏名等の掲載。 当部会所属の各クラブからのモータースポーツ関連のご案内｡



ゼッケン ドライバー氏名 参加車両名 車両型式 ハンデ

チーム名：ＪＭＲＣ栃木関係者
表１ 1 星　忠 ヴィッツ CBA-SCP10 9

2 赤羽　政幸 メープルスポーツＤＬランサーＸ ＣＺ４Ａ 16
3 西野　洋平 ＢＳＡＬＥＸＣ栃木ＤＰ那須８６ DBA-ZN6 16

※参加申込書は、参加者１人につき１枚書いて下さい。
☆ 参加チームのところは、めんどうでも３人とも同じ内容で書いて下さい。

特に、チーム構成メンバーが各々に参加申込書を送る場合は、お気を付け下さい。
☆ ２人以下でお申し込みの場合でも、希望走行順を記入して頂くと助かります。
☆ 表１が、エントラントリストのイメージです。

特にエントラントリストに記載する部分は、誤字・記入漏れのない様、気を付けて下さい。
☆ 最初にお支払い頂く参加料金は、１人７,５００円か、７,０００円（もてぎ会員）です。

チームでお申し込み頂く場合でも、１人当り７,５００円か、７,０００円（もてぎ会員）
です。割引分等を差し引いて送金しないようにお気を付け下さい。

☆ 参加車両名は15文字以内とし、必ず車両名（型式ではなく通称名：デミオ・インプレッサ・
ランサー等）を入れる事。

☆ もてぎ会員の方は、ライセンスＮｏを所定の個所にお書き下さい。（６桁の数字です。）
記入がないと割引対象外になる可能性があります。

※１２月３日（土曜日）の練習会に参加希望の方
☆ １２月４日のＪＭＲＣ栃木フェスティバルに参加の方は、参加申込書の前日練習会参加希望欄

に記入の上、練習会参加申込書への記入もお願いします。
☆ 練習会のみ参加の方は、早めに参加意思を事務局に伝え、裏面の申込書は当日持参下さい。

※もてぎの会員ではない方
☆ ほとんどの方がこれに当てはまると思いますが、共済会に入らないと、もてぎのコースを走る

ことが出来ません。共済会加入申込書に住所・氏名・生年月日の記入、捺印をお願いします。
（区分・ゼッケン・扱者の欄には何も記入しないで下さい。）※裏面が申し込み用紙です。

※住所シールについて
☆ 受理証・入場パスをお送りする為に使用します。分かりやすい文字で正確にご記入下さい｡
☆ 受理証等を１ヶ所に送付希望のチームは、その旨お知らせください。
☆ 参加申込書とちがう住所へ受理証を送付希望の方は、その旨お知らせ下さい｡

開催日時 ：　２０１６年　１２月　３日　（土曜日）　９：００～１６：００
受付時間 ：　８：００～　　　　　マルチコースタワー１Ｆにて行います。
開催場所 ：　ツインリンクもてぎ　マルチコース
参加料 ：　１日 ￥9,100－　半日 ￥4,800－ （ツインリンクもてぎ入場料および共済金含む）

　　　（１２月４日の競技会参加者は、１日 ￥８,６００.－　半日 ￥４,３００.－）
事務局 ：　〒３２１－０９７３　栃木県宇都宮市岩曽町１３０３

　　　きよしまかぐてん内　　清島康伸　宛
　　　TEL　070-6644-1348　FAX　028-661-2012　e-mail　qvm81283@biglobe.ne.jp

※練習会のみ参加の方は、早めに参加意思を事務局に伝え、裏面の申込書は当日持参下さい。
※１２月４日のＪＭＲＣ栃木フェスティバルに参加の方は、参加申込書の前日練習会参加希望欄に
記入の上、練習会参加申込書への記入もお願いします。
※練習会のみ参加の方も共済会加入は必要です｡ ※通常のジムカーナ練習会になります｡

※なお、裏面が申し込み用紙になっています。

１２月４日のイベントに出た事で、Ｂ級ライセンスを取得することが出来ます。ご希望の方は清島迄ご連絡下さい。

お申し込みにあたってのご注意

前日練習会のご案内

Ｂ級ライセンスのご案内



私は、もてぎ・鈴鹿（以下「ＭＳ」という）共済会規約に基づきＭＳ共済会に加入いたします。

〒 ＴＥＬ （　　　　　）

ＭＳ共済会の保険金は傷害保険約款に従い支払われます。

太線の中のみご記入ください。

12 月 3 日 開催分

男・女 生年月日 年　　　月　　　日　　　歳

〒 ＴＥＬ
携帯

ＴＲＭＣ－Ｓ 車両名
Ｎｏ． 又は型式

１日

　私は、当練習会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

決して主催者および役員､係員､オフィシャル､会場所有者等に対して非難し､また責任を追及したり、

損害賠償を要求したりしないことを誓約致します｡尚この事は事故が主催者または関係者の手違い等に

起因した場合であっても変わりありません。

 またドライバーは､本練習会について参加する標準能力を持っていること､並びに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、かつ走行が可能である事を誓います。

年 月 日

運転者署名 印

上記運転者が２０歳未満の場合はその親権者の承諾を必要とする。

親権者署名 印

有 ・ 無 重複参加者氏名

（会員のみ）

誓　　約　　書

走行時間

フリガナ

氏　　名

住　　所

金　　　　額

005\
生年月日

区分 ゼッケン

西暦　　　　　・　　　　・　　　　（　　　才）

氏名

フリガナ

　　　　　ＭＳ共済会暫定会員加入申込書

住所

有効期限 　２０１６　　･　　１２　　・　　３　　　～　　　２０１６　　･　　１２　　･　　４

　　　　　-

印

午前・午後

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐き‐‐‐‐‐‐‐‐り‐‐‐‐‐‐‐‐と‐‐‐‐‐‐‐‐り‐‐‐‐‐‐‐‐せ‐‐‐‐‐‐‐‐ん‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

扱　者

練　習　会　参　加　申　込　書

重複参加


