
２０２２シーズンは、ＧＲクラスを常設設定

　　　　　　　　　　　（シリーズ表彰対象クラスとなります。）

レンタル車両もあり（先着３名まで、２ＷＤ・ＣＶＴ
４ＷＤ・ＭＴの２車種）

ヘルメット・グローブ・

　長袖・長ズボン・運動靴

（専用の物でなくても可）

運転免許証

　でも・・・マイカーでは

　　　　　何となく不安。

　そんな方には、

　　レンタルヤリスがあります！

クルマが心配・・・そんな方には､レンタル車もあります！

レンタル車は、ＧＲヤリスＲＳと

　　　　　　　ＧＲヤリスＲＺの２台

免許が心配・・・ ＣＶＴ車もあるから

ＡＴ免許でもＯＫ！

レンタル車は、２ＷＤ・ＣＶＴ車と

　　　　　　　４ＷＤ・ＭＴ車です。

費用が心配・・・ レンタル費用は、１大会　４,０００円

　（今大会は、特別に、０円！）

その他の注意点 ・ＧＲヤリスＲＺの運転には､ＭＴ免許

が、必要です。

・免許取得後１年以上経過した方。

・大会への参加料が別途必要です。

・各車､先着３名迄の利用となります。

・誓約書等への同意が必要です。

・破損時は、修理費用が必要です。

・レンタル車も、初心者限定です。

トヨタ・レクサス・ＧＲ車で、ジムカーナに挑戦！
ＪＡＦ公認クローズド競技

２０２１ＪＭＲＣ栃木・茨城ジムカーナフェスティバル

ＧＲクラスとは？
開　催　要　項

クラスは２つ ＧＲ２クラス ＧＲ４クラス

クルマは？ トヨタ車・レクサス車・ＧＲ車

開催日：２０２１年１２月５日（日）
ＧＲ２とＧＲ４の

違いは？
２ＷＤに限る ４ＷＤに限る

参加対象者は？ 初心者に限らせていただきます。

開催場所：ツインリンクもてぎ

参加に必要な
ものは？

マルチコース

３６０レーシング

協　　賛

トヨタ自動車株式会社GAZOO Racing Company

トヨタカローラ栃木株式会社

主催：ＪＭＲＣ栃木・茨城ジムカーナシリーズ

協　　力

クラブアイ

チームソネット

アクティブモータースポーツクラブ

チームシェイクダウン



７．クラス区分

ファースト　：車両による区分なし。シード選手等エキスパート向け

ＰＮ１　　　：気筒容積１６００ｃｃ以下のＰＮ車両（ＦＦ・ＦＲに限る）※１

１．開催日 ＰＮ２　　　：気筒容積１６００ｃｃ以上のＰＮ車両（ＦＦ・ＦＲに限る）※１

令和３年１２月５日（日曜日） ＰＮ３　　　：気筒容積１６００ｃｃ以上２０００ｃｃ以下のＰＮ車両（ＦＲに限る）※１

　※ＦＩＡ／ＪＡＦ公認発行年、またはＪＡＦ登録年が２０１２年１月１日以降の車両

２．開催場所 ＰＮ４　　　：ＰＮ１～３に該当しないＰＮ車両※１

ツインリンクもてぎ・マルチコース ＰＮ５　　　：気筒容積による区分なしのＰＮ車両（FF・FR）※UTQGのTREAD WEARが280以上

　栃木県芳賀郡茂木町桧山１２０－１　℡0285-64-0200 ＰＮ６　　　：気筒容積による区分なしのＰＮ車両（４ＷＤ）※UTQGのTREAD WEARが280以上

ＡＥ　　　　：ハイブリッド＆電気自動車　Ｓタイヤ相当は使用不可

３．オーガナイザー ＮＴ２　　　：気筒容積による区分なしのＢ車両（２輪駆動）Ｓタイヤ相当は使用不可

ＪＭＲＣ栃木ジムカーナ部会 ＮＴＦ１　　：気筒容積による区分なしのＢ車両(前輪駆動)※１※２

　事務局　〒321-0973　宇都宮市岩曽町１３０３番地 ＮＴＦ２　　：気筒容積による区分なしのＢ車両(前輪駆動)※１

　 きよしまかぐてん内　清島　康伸 ＮＴＲ１　　：気筒容積２０００ｃｃ以下のＢ車両(後輪駆動)※１※３

ＮＴＲ２　　：気筒容積による区分なしのＢ車両(後輪駆動)※１

４．タイムスケジュ－ル ＮＴ４　　　：気筒容積による区分なしのＢ車両(４輪駆動)※１

ゲートオープン　　　７：００ Ｓ２　　　　：気筒容積による区分なしのＢ車両（２輪駆動）

受　　　　　付　　　７：３０～８：００ 学生ﾁｬﾚﾝｼﾞ　：車両による区分なし・割引制度あり

出走準備（車両検査）各自にて行うこと チャレンジＫ：気筒容積による区分なしのＢ車両・軽自動車に限る

慣　熟　歩　行　　　８：００～８：４０ チャレンジ　：気筒容積による区分なしのＢ車両

ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｽﾞﾌﾞﾘ-ﾌｨﾝｸﾞ　８：４０～８：５０ ﾁｬﾚﾝｼﾞ特設　：エントラント申請による車両区分によって設けるクラス

慣　熟　走　行　　　９：００～ 　※５台以上・要相談　※例：ロータリークラス・旧車クラス等

第　１　ヒート　　　慣熟走行終了後ただちに行う。 ＧＲ２　　　：トヨタ車、ﾚﾝﾀﾙ車両(2WD･AT先着3名程)によるクラス　※詳細は、ＨＰ、

第　２　ヒート　　　第１ヒート終了後６０分後～ ＧＲ４　　　：トヨタ車、ﾚﾝﾀﾙ車両(4WD･MT先着3名程)によるクラス　ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ等参照

表　彰　式　　　　　第２ヒート終了後３０分後～ ８．参加申し込み

シリーズ表彰式　　　表彰式終了後行います。 １）参加料は１台につき１人１１,０００円とする。GRｸﾗｽ､ﾚﾝﾀﾙ車両も､今回特別に同額！

　本年、当シリーズ参加者・オフィシャル参加者は、１,０００円引きとする。

５．参加資格および制限 ２）所定の参加申込書に必要事項を記入し署名捺印のうえ、参加料を添えて、下記宛現金

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、 　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みしたことが分かるコピー

　当該車両を運転できる免許証を所持していること。 　を郵送すること。(持参も可、参加申込書は、栃・茨シリーズＨＰにもあります。)

２）２０才未満の参加者は、参加申込時に親権者の 　　　　みずほ銀行　宇都宮支店　普通１３３５１２８　口座名義：清島 康伸

　承諾を必要とする。 ３）参加申し込み、問い合わせ先

３）参加者は１名あたり１クラスのみに参加すること 　　　〒321-0973　栃木県宇都宮市岩曽町１３０３　きよしまかぐてん内

　ができる。 　　　アクティブＭＳＣ事務局 清島 康伸宛 TEL070-6644-1348 FAX(028)661-2012

４）同一車両による重複参加は３名まで認められる。 　　　e-mail：qvm81283@biglobe.ne.jp（電子メールは、問い合せ、資料請求のみ）

４）参加申し込み期間は、令和３年１１月１５日（月）～１１月２９日（月）までとする。

６．賞典 ５）参加申し込みは、ほぼ全員受理しますが、受理証の発行を行います。

１）各クラスとも、参加台数の５０％を超えない範囲 ９．補足

　で上位６位まで表彰する。 １）本要綱に記載のない競技運営に関する項目は、当日公式通知等によって発表する。

２）特別賞を設けるときは、当日発表とする。 ２）本競技会に参加した事で、Ｂ級ライセンスを取得できます。ご希望の方は事務局迄。

ＪＡＦ公認クローズド競技

２０２１ＪＭＲＣ栃木・茨城ジムカーナフェスティバル

≪開催要項≫

※１ ＪＭＲＣ関東ジムカーナシリーズ共

通規則に定めるタイヤ規定に従うこと。

(タイヤサイズ３０種以上のタイヤ銘柄を

使用の事､UTQG240以上､他)
※２ 1500ccを超えるＶＴＥＣ、ＭＩＶＥＣ
を除く。
※３ 車両型式ＡＰ１及びエンジン型式
が変更された車両を除く。



　今シーズンも、いろいろあったけど、なんとか終了する事ができそうです。

今年１年頑張った人も、それなりだった人も、１年の締めくくりに、特に特徴はない

フェスティバルに是非ご参加ください。皆様の申込みをお待ちいたしております。

　フェスティバル終了後、２０２１ＪＭＲＣ栃木・茨城シリーズの表彰式も行います。

　お申し込み・参加の際には、ＣＯＶＩＤ１９対策に十分ご配慮いただけますよう

お願いいたします。

開催日時 　：　２０２１年　１２月　４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－　（ツインリンクもてぎ入場料および共済金含む）

　　　（１２月５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

　　　アクティブＭＳＣ事務局　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。

　特にツインリンクもてぎ入場に際し、パスが必要な方は、早めに事務局に連絡のこと。

※１２月５日のＪＡＦクローズド競技会に参加の方は、競技会参加申込書に添えて、申し込み下さい。

※ツインリンクもてぎ会員ではない方は、共済会申込用紙も記入のうえ、ご提出下さい。

※走行本数は、１名５～６本を予定しております。台数･天候により変わる事もあります。

裏面が申し込み用紙になっています｡

できます。ご希望の方は清島迄ご連絡下さい。

前　日　練　習　会　の　ご　案　内

※１２月５日のクローズド競技会に参加した事で、Ｂ級ライセンスを取得

ＪＭＲＣ栃木･茨城ジムカーナフェスティバルのご案内



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 4 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

誓　　約　　書

（会員のみ）

重複参加 有 ・ 無 重複参加者氏名 走行時間
午前・午後

フリガナ

氏　　名

住　　所

扱　者

前　日　練　習　会　参　加　申　込　書

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

印 金　　　　額

0
西暦　　　　　・　　　　・　　　　（　　　才）

ＭＳ共済会暫定会員加入申込書

住所

　　　　　-

有効期限

生年月日

　２０２１　　･　　１２　　・　　４　　　～　　２０２１　　･　　１２　　･　　５

フリガナ

\ 5 0

区分 ゼッケン

氏名



W T

令和 　  年   　月  　  日提出
フリガナ

フリガナ ＴＥＬ
（ドライバーと異なる場合のみ記入の事） 〒 FAX

携帯

フリガナ 性別

フリガナ ＴＥＬ
〒 FAX

携帯

 国内Ａ ・国内B 

有

無

有

無

（略称） （ ）
１）
２）
３）
４）

TRMC-S ５）
６）

年 月 日

ｃｃ

・

重複運転者名

生年月日および年令

ク　ラ　ス

参加者名

住　所

《太枠内のみ楷書で正確に記入する事》

　本競技会は、社団法人日本自動車連盟(ＪＡＦ)公認のもとにＦＩＡ国際
モータースポーツ競技規則ならびにそれに準拠したJAF国内競技規則に

従い、かつ本競技会特別規則に従って開催される｡

２０２１ＪＭＲＣ栃木・茨城ジムカーナフェスティバル

（ドライバーと異なる場合のみ記入の事）
　国　内ライセンス№

・

車両型式

競
 

技
 

運
　
転
　
者

（
ド
ラ
イ
バ
ー

）

参
加
者

氏  名

正式車名

車検満了日

重複参加

前日練習会

競　技　会　名

受付日

　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。

（１５字以内で）

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

　・　

エンジン型式

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

参
加
車
両

参加車両名

・

登録番号

住  所

・

免許証№

ライセンス№

所属クラブ

重複参加
（Tエントリー）

出場経験　有 ･ 無　　出場　　回　入賞　　回

主な競技歴

重複運転者名

男･女

シード

ライセンス№(会員のみ）

生命保険
（共済）

地域ｺｰﾄﾞ

E‐MAIL

参加 

所属クラブ登録印

1日

過給器 有･無

令和　　　年　　　月　　　日

印

（ドライバーと異なる場合のみ記入）

保険・共済

　　年　　   月　 　 日生　　　  才

改造車検 有･無

年式 年式

前　輪 ・ 後　輪 ・ ４　輪

印

参加者署名

運転者署名

親権者署名

ゼ　ッ　ケ　ン

不参加

気筒容積

参　　加　　申　　込　　書

駆動輪

PM

-

順位クラス

（Wエントリー）

２０２１ＪＭＲＣ栃木・茨城ジムカーナシリーズ運営委員会

備考ライセンス 免許証受付№

加入・未加入

受理書受領額

AM

-

個人情報に関するご案内
ＪＭＲＣ栃木・茨城ジムカーナシリーズ運営委員会は、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｡
ご提供いただいた個人情報は厳重に管理し、上記の範囲を超えて利用することはありません。


