
【公示】 
本競技会は一般社団法人日本自動車連盟(JAF)公認のもとに、
国際自動車連盟(FIA)の国際ﾓｰﾀｰｽﾎﾟｰﾂ競技規則に準拠した JAF
国内競技規則及び 2017JMRC 関東ｼﾞﾑｶｰﾅｼﾘｰｽﾞ共通規則、
2017JMRC 栃木･茨城ｼﾞﾑｶｰﾅｼﾘｰｽﾞ共通規則,2017 年もてぎｼﾞ
ﾑｶｰﾅｼﾘｰｽﾞ特別規則書及び本競技会特別規則書に従い JAF 公認
地方競技及びｸﾛｰｽﾞﾄﾞ競技として開催される。 
 
第 1 条＜競技会の名称＞ 

 2017JMRC 関東ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼﾘｰｽﾞ第 5 戦 
JMRC 栃木･茨城ｼﾞﾑｶｰﾅｼﾘｰｽﾞ第 4 戦 
2017 年もてぎｼﾞﾑｶｰﾅｼﾘｰｽﾞ第 2 戦 

 

第 2 条＜競技種目＞ 
ジムカーナ競技 

 

第 3 条＜競技格式＞ 
 JAF 公認 地方格式及びｸﾛｰｽﾞﾄﾞ格式(公認 No.2017-     ) 
 
第 4 条＜開催日及び開催場所＞ 

 開催日：2017 年 6 月 25 日(日) 
 開催場所：ツインリンクもてぎ 南コース 
 〒321-3597  栃木県芳賀郡茂木町桧山 120－1 
  TEL0285-64-0200  FAX0285-64-0209 
 
第 5 条＜ｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰ＞ 

 チームシェイクダウン／ヌヴォラーリスポーツ 
 
第 7 条＜組織委員会＞ 

 組織委員長：若林 宏征 
 組織委員  ：永瀬 誠/星 忠 
 
第 8 条＜競技会主要役員＞ 
1)競技会審査委員会 

審査委員長 ：清島 康伸(ACTIVE) 
審査委員   ：野澤 幸夫 

 
2)競技役員 

   競技長     ：阿久津 敏寿 
   副競技長   ：星 忠 

 ｺｰｽ委員長  ：若林 宏征 
   技術委員長 ：水井 宗三 

 計時委員長 ：竹原 敏雄 
 救急委員長 ：星 忠 

   事務局長   ：小川 由美 
 
第 9 条＜参加資格＞ 

 2017JMRC 栃木･茨城ｼﾞﾑｶｰﾅｼﾘｰｽﾞ共通規則書第 4.、2017 年
もてぎｼﾞﾑｶｰﾅ特別規則書第13条及び2017JMRC関東ｼﾞﾑｶｰﾅｼ
ﾘｰｽﾞ共通規則第 2 章に準ずる。 

 
第 10 条＜競技ｸﾗｽ区分＞ 
1)もてぎｼﾞﾑｶｰﾅｼﾘｰｽﾞ(ｸﾛｰｽﾞﾄﾞ区分含む) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

クラス区分→EX“エキスパートクラス” 
      MS“初心者対象クラス” 
 
2)JMRC ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ・栃木茨城ｼﾘｰｽﾞ共通ｸﾗｽ(全ｸﾗｽ地方格式) 

ｸﾗｽ 参加車両 気筒容積･駆動方式  

PN1 

PN 車両  

1600 ㏄以下 2 輪駆動車
（FF/FR） 

Ⅰ 
 

PN2 
1600 ㏄を超える 2 輪駆動車
（FF/FR） 

PN3 

1600cc を超える 2 輪駆動車
（FF/FR）で FIA/JAF 公認発
行年が 2012 年 1 月 1 日以降
の車両。 

PN4 PN１、２、３に該当しない車両。 

NT-K 

N/SA/B
車両 

  

軽自動車 

Ⅱ 

NT1500 1586 ㏄以下の前輪駆動車 

NTF 気筒容積制限無の前輪駆動車 

NTR1 
2000cc 以下の後輪駆動車で車
両型式 AP1 及びｴﾝｼﾞﾝ型式が変
更された車両を除く。 

NTR2 気筒容積制限無の後輪駆動車 

NT4 気筒容積制限無の 4 輪駆動車 

S2 N/SA/B
車両 

気筒容積制限無の 2 輪駆動車  

S4 気筒容積制限無の 4 輪駆動車  
 
3)栃木･茨城ｼﾞﾑｶｰﾅｼﾘｰｽﾞ限定ｸﾗｽ(ｸﾛｰｽﾞﾄﾞ格式含む) 

ｸﾗｽ 参加車両 気筒容積･駆動方式･制限 格式 

ﾌｧｰｽﾄ 不問 SA 及び S ｼｰﾄﾞのｴｷｽﾊﾟｰﾄ 地方 

NT2 B 車両 
1600 ㏄以下の 2 輪駆動
車/過去ｼﾘｰｽﾞにて入賞経
験の無いﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ対象） 

地方 

AE AE 車両 ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ車＆電気自動車 地方 

SC/D SC/D 車両 
気筒容積･駆動方式制限無 
*3 

地方 

ﾁｬﾚﾝｼﾞ K B 車両 制限無/軽自動車*2 *4 ｸﾛｰｽﾞﾄﾞ 

ﾁｬﾚﾝｼﾞ 制限無 *2 *4 ｸﾛｰｽﾞﾄﾞ 

特設 不問 
参加者申請による設定ｸﾗｽ       
*4 *5 

ｸﾛｰｽﾞﾄﾞ 

*1…2017JMRC 関東ｼﾞﾑｶｰﾅｼﾘｰｽﾞ共通規則ｼﾘｰｽﾞ規定 5.AE・PN
ｸﾗｽのﾀｲﾔ規定に準拠する事。 

*2…2017JMRC 関東ｼﾞﾑｶｰﾅｼﾘｰｽﾞ共通規則ｼﾘｰｽﾞ規定 6.NT ｸﾗｽ
のﾀｲﾔ規定に準拠する事。 

*3…ﾅﾝﾊﾞｰを有さない車両、触媒の装着要。 
*4…ｸﾛｰｽﾞﾄﾞ格式、ﾗｲｾﾝｽ不問。 
*5…5 台以上に限る。(主催者に相談要) 
Ⅰ…2017 年全日本ｼﾞﾑｶｰﾅ/ﾀﾞｰﾄﾄﾗｲｱﾙ選手権統一規則第 2 章第 2

条 2)を適用する。 
Ⅱ…「JAF 登録車両規定第 2 条 2」による車両は除く。 
 1）１銘柄で単一コンパウンドかつ国内販売が 30 サイズ以上の

ラインナップを有すること。 
 2）上記１）を満たしたタイヤで、かつタイヤ接地面にタイヤを

一周する連続した複数の縦溝を有している事。 
 3）上記２）の溝はトレッドウェアインジケーター（スリプサイ

ン）が出るまで維持されている事。 
 
第 11 条＜シリーズポイントの付与＞ 

下記、各ｼﾘｰｽﾞの参加申込において、ポイントを付与するものとす

る。 

⑴ もてぎｼﾞﾑｶｰﾅｼﾘｰｽﾞ 

2017 年もてぎｼﾞﾑｶｰﾅｼﾘｰｽﾞ特別規則書第 24 条に準ずる。 

⑵ 共通ｸﾗｽ 

2017JMRC 関東ｼﾞﾑｶｰﾅｼﾘｰｽﾞ共通規則書シリーズ規定 5.に準ず

る。 

⑶ 栃木･茨城ｼﾞﾑｶｰﾅｼﾘｰｽﾞ限定(地方格式) 

2017JMRC 栃木茨城ｼﾞﾑｶｰﾅｼﾘｰｽﾞ共通規則書 6.シリーズ賞典に

準ずる。 

 
第 12 条＜参加申込及び問合せ先(大会事務局)＞ 

1)参加料(MS 共済費込) 

◎もてぎｼﾞﾑｶｰﾅｼﾘｰｽﾞ(ｸﾛｰｽﾞﾄﾞ区分含む)…10,000 円 

◎共通ｸﾗｽ…13,500 円 

◎栃木･茨城ｼﾞﾑｶｰﾅｼﾘｰｽﾞ限定(地方格式)…11,000 円 

(ｸﾛｰｽﾞﾄﾞ)…9,000 円 

*上記、各ｼﾘｰｽﾞの参加費には MS 共済会費 500 円が含まれていま

す。（TRMC-S 及び SMSC 会員の方は不要です、参加明細書にて

ﾗｲｾﾝｽ No.を記入の際、500 円割引きとなります。） 
*共通ｸﾗｽは、JMRC 関東加盟ｸﾗﾌﾞ/団体の会員は、参加申込書に
JAF 登録印を捺印の方のみ 1000 円の割引が適用される。 

 

2)参加受付期間 

もてぎｼﾞﾑｶｰﾅｼﾘｰｽﾞ 2017 年 6 月 3 日(土)～6 月 16 日(金) 

ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ、栃木茨城ｼﾘｰｽﾞ 2017 年 6 月 1 日(木)～6 月 14 日(水) 

※上記、各ｼﾘｰｽﾞ戦とも最終日が必着・厳守となります。 

 



3)現金書留での申込み方法 

提出書類一式を記入の上、参加申込明細書で算出した金額を添え

て現金書留にて大会事務局に締切日必着で郵送の事。 

 

4)銀行振込での申込み方法 

提出書類を記入の上、参加申込明細書で算出した金額を指定口座

に振込、振込日を参加申込明細書に記入し書類一式を大会事務局

に締切日必着で郵送の事。 

 

5)参加申込方法 

必ず各クラスの参加申込に必要な書類を、サイトからダウンロー

ドし記入漏れ等無いか確認の上、郵送して下さい。 

 

6)参加申込先及び問合せ先(大会事務局) 

〒324-0502 栃木県那須郡那珂川町三輪 504-1 

              (有)ﾇｳﾞｫﾗｰﾘ内  担当：星 忠 

TEL0287-96-4505 / FAX0287-96-4654 

 

7)銀行振込先 

足利銀行  矢板支店  普通口座 2867207 

口座名義：有限会社ヌヴォラーリ 
 

第 13 条＜ﾀｲﾑｽｹｼﾞｭｰﾙ＞ 
6/25(日) ｹﾞｰﾄｵｰﾌﾟﾝ          6：30～ 

参加確認受付         6：45～7：15 
公式車両検査         6：50～7：50 
慣熟歩行             7：50～8：30 
ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｽﾞﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ   8：30～8：45 
第 1 ﾋｰﾄ          9：00～ 
慣熟歩行         第 1 ヒート終了から 40 分間 
第 2 ﾋｰﾄ     第 1 ヒート終了 55 分後～ 
表彰式（閉会式） 第 2 ヒート終了 45 分後～ 

 
第 14 条＜賞典＞ 
1)共通ｸﾗｽ  

JAF 賞:各ｸﾗｽ 1 位～3 位/JAF ﾒﾀﾞﾙ 
ｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰ賞:各ｸﾗｽ 1 位～6 位/楯･賞金又は副賞 

 
2)栃木･茨城ｼﾞﾑｶｰﾅｼﾘｰｽﾞ限定ｸﾗｽ(ｸﾛｰｽﾞﾄﾞ含む) 

JAF 賞:各ｸﾗｽ 1 位～3 位/JAF ﾒﾀﾞﾙ 
ｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰ賞:各ｸﾗｽ 1 位～6 位/楯･賞金又は副賞 

 
3)もてぎｼﾞﾑｶｰﾅｼﾘｰｽﾞ(ｸﾛｰｽﾞﾄﾞ含む)  

2017 年もてぎｼﾞﾑｶｰﾅｼﾘｰｽﾞ特別規則書の第 24 条に準ずる。 
 
*各ｸﾗｽ参加台数の 1/2 を超えない範囲とする。 
*表彰対象者が表彰式に欠席した場合には、表彰を放棄したものと
して、ｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰの用意した賞金及び副賞は授与されない 

*ｸﾛｰｽﾞﾄﾞ格式のｸﾗｽ賞典では、JAF 賞は有りません。 
 

第 15 条＜付則＞ 
1) 本特別規則に記載されていない事項は、2017 年もてぎｼﾞﾑｶｰ

ﾅｼﾘｰｽﾞ共通規則書、2017JMRC 関東ｼﾞﾑｶｰﾅｼﾘｰｽﾞ共通規則
及び 2017JMRC 栃木･茨城ｼﾞﾑｶｰﾅｼﾘｰｽﾞ共通規則に準拠す
るものとする。 

2) 競技運営に関する実施細則及び指示項目、本特別規則書記載の
変更等が生じた場合は、公式通知によって示される。 

 
 大会組織委員会 

 
 

 
 
 
 
 

【チームシェイクダウン公式ＨＰのご案内】 

競技会に関するお知らせや詳細などは、下記サイ

トにてご確認下さい。 

【HP URL】 
★チームシェイクダウン
http://www.t-shakedown.com 
 
★栃木茨城ジムカーナ
http://tochiibagym.web.fc2.com/reg.html 
 
★JMRC 関東ジムカーナ
http://www.jmrckg.com/ 
 
★ツインリンクもてぎ
http://www.twinring.jp/gymkhana_m/ 

 

【Facebook】 
チームシェイクダウン 

http://www.facebook.com/t.shakedown 

 

【Twitter】 

ユーザー名：Tshakedown 
 

2017JMRC 関東ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼﾘｰｽﾞ第 5 戦 

JMRC 栃木･茨城ｼﾞﾑｶｰﾅｼﾘｰｽﾞ第 4 戦 

2017 年もてぎｼﾞﾑｶｰﾅｼﾘｰｽﾞ第 2 戦    
JAF 公認 地方競技及びｸﾛｰｽﾞﾄﾞ競技 

公認 No.2017-     

 

 

 

 

 

 

特別規則書(案) 
 



◇料金はお一人様料金（税・サ込）
3歳以上は同一料金でございます。

◇日程により適用除外日もございます。
詳しくは、予約センターまでお問い合わせください。

ご予約の際は、「ジムカーナシリーズ参加者宿泊プラン」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。

ツインリンクもてぎ予約センター：0285（64）0489

『ジムカーナシリーズ』 にご参加の皆様へ、
ご宿泊プランのご案内です。

オフィシャルホテル・ホテルツインリンクをぜひご利用ください。

プラン販売期間：2017年6月24日～2017年6月25日

◆QRコードからWEB上でご予約いただけます

素
泊
ま
り

◆ご夕食◆
営業時間 17：30～21：00 （ラストオーダー20：30）
内容 ディナーバイキングまたはセットメニュー

※ご予約状況により、ご提供スタイルが異なります。

◆ご朝食◆
営業時間 7：00～10：00 （ラストオーダー9：30）
内容 朝食バイキングまたはセットメニュー

※ご予約状況により、ご提供スタイルが異なります。

◇素泊まりでのご利用の場合はレストランにて別途お支払いください。

※お一人様料金

ジムカーナシリーズ
ご宿泊プラン

2017 JMRC関東チャンピオンシリーズ第5戦
2017 JMRC栃木･茨城ジムカーナシリーズ第4戦

もてぎジムカーナシリーズ第2戦

TRMC-S会員

TRMC-S非会員

※お一人様料金
※会員１名様につき２室まで会員価格でご利用いただけます。
※ご予約の際は会員ナンバーを予約センター担当者までお申し付けください。
（WEBからご予約の場合は会員ナンバーを備考欄にご記入ください。）

■ご注意事項■
1, ご宿泊代の支払いは部屋毎に一括でお願いいたします。
2, チェックイン：PM3時～ チェックアウト：AM10時迄でございます。
3, キャンセル料は以下の通りでございます。
◇不泊＝宿泊料の100％
◇当日15時まで＝宿泊料80％
◇前日＝宿泊料の20％

１
泊
２
食

24日(土) 25日(日) 24日(土) 25日(日)

フォース ¥5,200 ¥4,300 フォース ¥10,000 ¥8,300

トリプル ¥6,100 ¥5,200 トリプル ¥10,900 ¥9,200

ツイン ¥7,900 ¥6,100 ツイン ¥12,700 ¥10,100

シングル ¥10,700 ¥8,000 シングル ¥15,500 ¥12,000

１泊２食付素泊まり

24日(土) 25日(日) 24日(土) 25日(日)

フォース ¥6,000 ¥5,500 フォース ¥10,800 ¥9,000

トリプル ¥7,000 ¥6,500 トリプル ¥11,800 ¥10,500

ツイン ¥9,000 ¥8,500 ツイン ¥13,800 ¥11,800

シングル ¥12,300 ¥11,300 シングル ¥16,300 ¥14,800

１泊２食付素泊まり

素
泊
ま
り

１
泊
２
食



/

/

ヤイタシテン

矢板支店

月

 2017JMRC関東チャンピオンシリーズ第5戦
JMRC栃木茨城ジムカーナシリーズ第4戦
もてぎジムカーナシリーズ第2戦

¥13,500

¥9,000

月

土曜日練習参加料

¥10,000

足利銀行

ゼッケン

振込先

領収証日付領収宛名

¥8,600

¥-500

¥-1,000

領収金額

日

【ゲストパス（車両通行証）希望枚数】
（上限3枚まで）今回よりゲストパス（車両通行証）を御希望の方のみに配布致します。こちらの

パスも入場車両1台1枚に付、乗車定員まで入場が無料となりますので、お友
達やご家族に御使用下さい。

ユウゲンガイシャヌヴォラーリ

全ｸﾗｽ対象/MS共済費＊もてぎ・鈴鹿会員
の方は、500円が引けます。

＊下記は、領収証が必要な方のみ記入して下さい。

振込日時 クラス

有限会社ヌヴォラーリ

ｱｼｶｶﾞｷﾞﾝｺｳ

＊振込の方のみ記入【振込の際は、必ず参加クラスと氏名（フルネーム）を入力して下さい。】

ﾌﾘｺﾐﾒｲｷﾞ(ﾌﾙﾈｰﾑ)振込銀行名

申込内容 単価 数量

競 技 運 転 者 氏 名

小計 備考

＊必ず下記に数量と必要事項をもれなく記入して下さい。不要な数量には”０”と入力して下さい。

関東チャンピオン/栃木茨城ジムカーナシリーズ参加用明細欄

MS共済費は、競技会と同時申込に限り2日間有効

（MS共済費が含まれています。）

（MS共済費が含まれています。）

（割引を受ける場合は、必ず備考欄を確認して下さい。記入漏れがある場合、割引を受けられません。）

数量

栃木茨城限定ｸﾗｽ
エントリー料

(参加ｸﾗｽに〇)

ﾌｧｰｽﾄ,NT2,AE,
SC/D

クローズドクラス
エントリー料

(参加ｸﾗｽに〇)

日 時頃

ﾁｬﾚﾝｼﾞ,
ﾁｬﾚﾝｼﾞK,特設

支払合計金額

右欄に会員Noを記入

振込入金方法選択

¥10,000

支払合計金額

共通ｸﾗｽのみ対象＊2016JMRC関東の登
録ｸﾗﾌﾞ及び団体に加入済の方

＊こちらの割引を受ける方は、ｸﾗﾌﾞ印
を必ず参加申込書に捺印して下さい。

共通クラス
エントリー料

(参加ｸﾗｽに○)

PN1,PN2,PN3,PN4,PN5
,NT1500,NTF,NTR1,
NTR2,NT4,S2,S4

（MS共済費が含まれています。）

枚

現金

フツウ

普通
2867207

¥8,600

¥-500

小計 備考

（MS共済費が含まれています。）

土曜日練習参加料

もてぎジムカーナシリーズ参加用明細欄
申込内容 単価

共通クラス
エントリー料

(参加ｸﾗｽに○)

EX-FF,EX-FR,
EX-4WD,MS-K,MS-1,
MS-2,MS-3,MS-4,
MS-SC/D, N-ONE

入金方法選択 振込 現金

MS共済費は、競技会と同時申込に限り2日間有効

全ｸﾗｽ対象/MS共済費＊もてぎ・鈴鹿会員
の方は、500円が引けます。

右欄に会員Noを記入

参加申込明細書
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