
第1条 競技会名 
2021JMRC 栃木茨城ジムカーナシリーズ第 5 戦 
202１ツインリンクもてぎジムカーナシリーズ２戦 
 

第2条 競技種目及び格式 
ジムカーナ/クローズド競技 
 

第3条 開催日及び開催場所（参加受付期間） 
8 月１日(日) ／マルチコース 
（受付期間：7 月１０日(土)～7 月２３日(金)※必着） 
 

第4条 開催場所 
ツインリンクもてぎ/マルチコース 
栃木県芳賀郡茂木町桧山 120-1 
TEL0285-64-0200 / FAX0285-64-0209 
 

第5条 お申込み先及びお問合せ先（大会事務局） 
(有)ヌヴォラーリ内 大会事務局／担当 星 忠 
 〒324-0502 栃木県那須郡那珂川町三輪 504-1 
 TEL0287-96-4505／FAX0287-96-4654 
 緊急連絡先／090-3244-4759（星 忠） 

 

第6条 参加申込方法 
必ず HP 公開の参加申込書と車両申告書を記入の上、

参加費を下記に振込後、記入済みの書類を上記「大会事
務局」まで郵送もしくは下記メールドレスに送付して下
さい。尚、参加料と共に現金書留での郵送も可能です。 

＜振込先＞足利銀行 おもちゃのまち支店 
普通口座 2871059 

栃木モータースポーツサービス 代表 星 忠 

＜E-MAIL＞t.shakedown@gmail.com 
 

第7条 参加費用 
＜栃木茨城ジムカーナ＞※TRMC-S(共済費)含む 
PN1～6:AE:NT2&4:NTF1&2：NTR 
1&2:S2 

\11,000 

SC/D:チャレンジ系:ファースト \9,000 
学生チャレンジ（学生証コピー提示） \8,000 

 
＜もてぎジムカーナ＞※TRMC-S(共済費)含む 
MS-K～3:N-ONE \10,000 
OPEN \6,000 

 
▶TRMC-S(もてぎ走行会員)入会済みの方は、参加申込
書に会員番号を記入した場合のみ 500 円引きとなりま
す。 
 

第8条 参加受理と拒否 
1)参加申込者に対して締切り後、大会事務局から参加受

理書及び通行証が発送された時点で参加受理とする。 
2)理由を示すこと無く主催者側より参加拒否の場合は事

務手数料 1,000 円を差し引いて参加費を返金とする。 

3)参加締切り前のキャンセルは事務手数料 1,000 円を
差し引いて返金、締切り後のキャンセルは返金致しま
せん。 
 

第9条 参加車両 
参加が認められる車両は、2020 年国内車両規則及び

本特別規則書に合致した車両又はオーガナイザーが特に
認めた車両とする。 

 
第10条 各シリーズのクラス区分 
 
【栃木茨城ジムカーナ】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【もてぎジムカーナ】 

 

第11条 栃木茨城 B 車両,SC/D,チャレンジ系の適用 
栃木茨城ジムカーナシリーズの B 車両（AE～S2,8 ク

ラス）及び SC/D とチャレンジ系クラスへ参加するドラ
イバーには、もてぎジムカーナの車両クラスに準じた
EX 及び MS 各クラス,SC/D 及び MS-K や OPEN 等に
W 登録としポイントを付与する。 

但し、W 登録の場合、今回に限りタイヤに関しては栃
木茨城ジムカーナ、ペナルティは各シリーズの特別規則
書に準する事。 

 
第12条 車両変更 

同一クラス内なら可能とします。但し出走前の車両検
査までとします。 

 
第13条 タイムスケジュール 

詳細は、チームシェイクダウン HP にて競技会数日前
までに発表もしくは受理書発送時に同封致します。 

 
第14条 参加者・ドライバー 
1)当該車両を運転することが出来る運転免許証を所   

持していること。 
2)20 歳未満の競技運転者は、誓約書に親権者の同意署

名捺印を必要とする。 
 

第15条 複参加 
1 台の車両で 3 名までの参加を認める。出走順はオー

ガナイザーが決定し、走行の際の乗り換え場所は、当日コ
ース図に表記します。 

 
第16条 スタート 

日章旗の合図によりスタートしますが、計測は光電管
を通過した時点より開始されます。 

 
第17条 競技 
1）競技前にコース図を基に慣熟歩行又は慣熟走行を行

う。 
2）原則としてゼッケン順にスタートとする。 
3）コース上は 2 台以上の車が時差出走する場合があ

る。 
4）競技会のタイム計測は１ヒート・２ヒートの２回行

ないベストタイムを結果とする。尚、オートテスト等
を組み込む場合は、大会前にインフォメーションで案
内します。 

5）悪天候により 1 回の走行で終了する場合がある。
尚、中止の場合は事務手数料 1,000 円を差し引き返
金される。順延の場合は返金されない。 
 

第18条 タイム計測 
光電管にて 1/100 秒まで計測し、その結果を成績と

する。同タイムの場合はセカンドタイムを採用する。以降
の判断はオーガナイザーが決定する。 

 



第19条 競技会方法 
各シリーズ通常の 1，2 ヒート制とし、栃木茨城シリー

ズが走行後、もてぎシリーズの MS-1,2,3 クラス及び
OPEN クラス,N-ONE クラスが走行するものとする。 
 
第20条 罰則規定    
1)パイロン移動・転倒はペナルティとなり 1 本につき当

該走行タイムに対して栃木茨城シリーズは＋5 秒、も
てぎシリーズ（MS,N-ONE,OPEN クラス）は、＋2
秒とする。 

2)4 輪がコースから脱輪した場合、ミスコースとする。 
3)当該ヒートの無効 

1.スタート順にスタート位置に付けなかった場合 
2.スタート合図後速やかにスタート出来なかった場合 
3.光電管に接触した場合 
4.走行中他の援助を受けた場合 
 

第21条 失格規定 
1)競技役員の指示に従わなかった場合 
2)不正行為・危険行為を行った場合 
3)コースアウト等で当人以外に損害・被害等を与えた場

合など 
 
第22条 賞典及びポイント 
＜競技会共通＞ 
1)各クラスとも、賞典は参加台数の 50%以内(小数点以

下四捨五入)とする。 
2)各クラスとも上記 1)に従い参加台数に応じて上限 6

位までの表彰とする。 
3)賞典等の詳細は、当日プログラムにて発表する。但

し、第 11 条の対象クラスの表彰は栃木茨城シリーズ
ともてぎシリーズの統合表彰とするが、ポイントは各
シリーズに付与される。 

4)表彰対象者が表彰式に無断欠席した場合、表彰式を放
棄したものとみなしオーガナイザーの用意した賞典は
授与されない。 

5)コロナ対策として、楯や副賞等は各クラス競技会終了
後、事務局での授与となります。表彰式は行いませ
ん。 

6)シリーズポイントは、各シリーズ戦に準拠して付与さ
れる。（各シリーズ共通規則書を参照）  

 
第23条 参加者・ドライバーの遵守事項 
1)参加者及びドライバーは、競技会中及び大会期間中に

薬物、飲酒等を使用して出場してはならない、又、大
会役員・主催者・他の大会参加者等に暴言や言動等の
行為をしてはならずスポーツマンシップに則ったマナ
ーを保つこと。 

2)タイムスケジュールに従って行われるドライバーズブ
リーフィングには全てのドライバーは必ず出席する事 

3)競技のヒート走行以外は、全て徐行運転を行いスター
トテスト及びブレーキテスト等は厳禁とする。 

4)競技のヒート走行中は、ヘルメット・シートベルト・
装備等を正しく装着し窓(ドライバー側)・サンルーフ
等は必ず全閉する。 
 

第24条 本規則の施行及び記載されていない事項 
1)本規則は、各シリーズ競技会に参加申込と同時に有効

とする。 
2) 本規則発行後、JAF において決定された事項につい

ては大会事務局で協議を行い必要に応じてホームペー
ジや競技会場で公示する。 

3)本規則に不都合が生じた場合、当シリーズ運営委員会
にて追加・変更を行う事が出来る。尚、本件について
の公示は改定された直後の競技会にて公示する。 

4)本規則及び競技に関する諸規則(公式通知を含む)の解
釈に疑義が生じた場合、各競技会において各競技会審
査委員会、シリーズにおいては当シリーズ運営委員会
の決定を最終とする。 

5)個人情報については、当運営委員会及び各主催チーム
において競技会等の案内・連絡についてのみ使用する
ものとする。 

6)新型コロナウイルスにおいて、緊急事態宣言が発令さ
れた場合は、いかなる状況であっても即座に競技会を
中止とする。その場合は、HP にて早急に事務局より
発表致します。                                                  

                                  
大会事務局発行 

 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2021 年 JMRC 栃木茨城ジムカーナシリーズ第 5 戦 

202１ツインリンクもてぎジムカーナシリーズ 2 戦 

 
 
 
 

【特別規則書】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【公示】 
2021 ツインリンクもてぎジムカーナシリーズ
は、一般社団法人日本自動車連盟（JAF）承認
のもとに JAF 国内競技規則とその付則、ならび
に本大会特別規則書に従いクローズド競技とし
て開催される。 



インフォメーション NO.1 

 

 

栃木・茨城シリーズ及びもてぎシリーズ W タイトルについて 

併催において、「公式通知 No1」の発行に伴い特別規則書・第 11 条の内容が変更

になった為、参加料金の再公示をご案内致します。 

 

●参加料 

両シリーズに参加 … 11,000 円 

栃木茨城ジムカーナシリーズのみ参加 … 
特別規則書第 7 条の 

＜栃木茨城ジムカーナ＞の欄に

準ずる 

もてぎジムカーナシリーズのみ参加 … 
特別規則書第 7 条の 

＜もてぎジムカーナ＞の欄に準

ずる 

 

●走行について 

タイムスケジュールを「インフォメーション No.2」にて発表しております。 

尚、走行につきましては「栃木茨城ジムカーナシリーズ」と「もてぎシリーズ」別々に

走行致します。例えば、両シリーズに参加の方は、栃木茨城シリーズ 2 ヒート、もて

ぎシリーズ 2 ヒートの合計 4 本を走行する事となります。 

ペナルティにつきましては、各シリーズの特別規則書に準じます。 

 

2021 年 7 月 9 日 

大会事務局発行 



【インフォメーション NO.2】 
 

タイムスケジュール 

＜栃木茨城ジムカーナシリーズ第 5 戦＞ 

ゲートオープン  6：45 

参加受付※①  7：00～7：30 

公式車検※①  7：10～7：50 

慣熟歩行  7：50～8：30 

ブリーフィング  8：30～8：45 

第 1 ヒート  9：００ 

慣熟歩行  第 1 ヒート終了後 30 分間 

第 2 ヒート  慣熟歩行終了 15 分後～ 

表彰式  第 2 ヒート終了 1 時間後～ 

 

＜もてぎジムカーナシリーズ第 2 戦＞ 

参加受付※②  １０：00～１０：30 

車検※②  １０：10～１０：４0 

慣熟歩行  栃木茨城ジムカーナ第 2 ヒート終了後 40 分間 

ブリーフィング  慣熟歩行終了後 

第 1 ヒート  栃木茨城表彰式終了後 

慣熟歩行  第 1 ヒート終了後 30 分間 

第 2 ヒート  慣熟歩行終了 15 分後～ 

表彰式  第 2 ヒート終了 1 時間後～ 

 

※① 栃木茨城及びもてぎ両シリーズ参加者対象 

※② もてぎシリーズのみの参加者対象 

2021 年 7 月 9 日 

大会事務局発行 
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□両方参加登録□もてぎシリーズのみ参加 □栃木茨城シリーズのみ参加

参加クラス 参加クラス

両方に参加クラスを記入

※”学生チャレンジ”に☑した方は、必ず学生証のコピーを添付して下さい。

※下記”もてぎ走行会員”に会員番号を記入した方は上記料金より500円割引となります。

年 FAX

Wエントリー

住 所

初年度登録年月

駆
動
輪無有

携帯

男

TEL

女

月 日

【 誓 約 書 】

親権者署名

　私は、本大会特別規則書をはじめ国際モータースポーツ競技規則、国内競技規則など本競技に関わるモーター
スポーツ競技諸規則を承認し遵守いたします。また、運転者は参加種目について標準能力を持ち、参加車両につ
いてもコースまたはスピードに対して適性があり、競争が可能であることを申告いたします。
　私は、モータースポーツが危険性を伴う競技であることを十分認識の上、自己の責任において誠実かつ適切に
競技を遂行するとともに、本競技に関連して万一事故が発生し、私や私の関係者が被害を被ることがあっても、
一般社団法人日本自動車連盟(JAF)をはじめ競技関係者(団体および個人)の方々に対していかなる責任も追及する
ことはいたしません。以上、誓約いたします。なお、当大会の参加者、運転者、要員の氏名、参加車両の写真・
映像、競技結果等の報道・放送・掲載の権限はオーガナイザーにある事を承認致します。

日

参加者署名

【上記運転者が20歳未満の場合に親権者の署名捺印を要する】

㊞

月年

出
場
経
歴

会員No.(所持の場合記入)

有 無

もてぎ走行会員の有無

順位

順位

JAFライセンスNo.（所持者のみ）

順位

FF FR 4WD

□ □ □希望出走順 （Wエントリーの場合のみ運転者氏名記入の事）

地区

メーカー

年 月

位

位

昭 平
令

後発
氏名

年

参加車両名

＊参加車両名は、必ず車両型式もしくは車名を含め15文字以内で記入して下さい。

先発
氏名

順位

車
両
・
そ
の
他
情
報

No.

位

位

月

車名 型式

歳

フリガナ 血 液 型

型RH －

フリガナ

生年月日 西暦

＋

性 別

競
技
運
転
者

〒

運転免許証番号

氏 名

平成

種 別 運転免許証有効期限

2021JMRC栃木茨城ジムカーナシリーズ第5戦

2021ツインリンクもてぎジムカーナシリーズ第2戦 参加申込書



名

ℓ

ℓ

年

公式車両検査

合　・　否

JAF国内競技車両規則ならびに本大会特別規則に従い参加車両の変更内容について相違無い事を申告致します。

(太線の枠内を記入して下さい。)

競技運転者氏名 車両通称名

登録番号車両型式

※該当する項目に必ず変更内容の有無を選択し、それに応じて正確に記入して下さい。

Ｆ・タイヤ 有　・　無 ﾒｰｶｰ銘柄 サイズ

Ｒ・タイヤ 有　・　無 ﾒｰｶｰ銘柄 サイズ

Ｆ・ホイール 有　・　無 ﾒｰｶｰ銘柄 サイズ

有　・　無 フロント リア

Ｒ・ホイール 有　・　無 ﾒｰｶｰ銘柄 サイズ

車高調整機能 有　・　無

スプリング 有　・　無 フロント リア

ショックアブソーバー

スタビライザー 有　・　無 フロント リア

ストラットタワーバー 有　・　無 フロント リア

肉厚 ｍｍ 直径

マウントブッシュ類 有　・　無

ロールバー 有　・　無 点式 材質

クラッチ 有　・　無 カバー ディスク ﾌﾗｲﾎｲｰﾙ

リア

ｍｍ 乗車定員

トランスミッション 有　・　無 ミッション ファイナル

フロント リア

ＬＳＤ 有　・　無 フロント センター

ホース

点火系統 有　・　無 プラグ ﾌﾟﾗｸﾞｺｰﾄﾞ

ブレーキ系統 有　・　無

バッテリー 有　・　無 ﾒｰｶｰ銘柄 搭載位置

ステアリング 有　・　無 ﾒｰｶｰ銘柄 ｍｍФ

点式

シート 有　・　無 運転席 助手席

吸気系統 有　・　無 ｲﾝﾀｰｸｰﾗｰ ｴｱｸﾘｰﾅｰ

シートベルト 有　・　無 ﾒｰｶｰ銘柄

過給器

排気系統 有　・　無
EXﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ マフラー

触　媒

ボア・ストローク等 有　・　無 ボア ｍｍ ストローク ｍｍ

オイルキャッチ装置 有　・　無 ﾒｰｶｰ銘柄 材質 容量

有　・　無 ﾒｰｶｰ銘柄 ｺﾚｸﾀｰﾀﾝｸ 有　・　無

燃料ポンプ 有　・　無 ﾒｰｶｰ銘柄 機械式　･　電気式

容量

空力装置・ボンネット等 有　・　無 ﾒｰｶｰ銘柄 変更箇所

燃料タンク

その他 有　・　無

ヘルメット 有　・　無 ﾒｰｶｰ銘柄 規格 製造年

レーシングスーツ 有　・　無 ﾒｰｶｰ銘柄 規格

Ｅ/Ｇﾙｰﾑ内安全性

グローブ

レーシンググローブ 有　・　無 ﾒｰｶｰ銘柄 規格

レーシングシューズ 有　・　無 ﾒｰｶｰ銘柄 規格

技
術
委
員
記
入
欄

ヘルメット 車室内安全性

2021年7月　　　日

シューズ

検査担当者署名

車外装安全性

レーシングスーツ シートベルト

車両申告書

2021JMRC栃木茨城ジムカーナシリーズ第5戦
2021ツインリンクもてぎジムカーナシリーズ第2戦
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