
第第第第１１１１条条条条 競技会競技会競技会競技会のののの定義定義定義定義およびおよびおよびおよび組織組織組織組織

２０１３年ＪＡＦカップオールジャパンジムカーナ／２０１３年ＪＭＲＣ全国オールスタージムカーナは、一般社団法人日本自動車連盟

（以下ＪＡＦという）の公認のもとに、国際自動車連盟（ＦＩＡ）の国際モータースポーツ競技規則に準拠したＪＡＦの国内競技規則と

その付則、２０１３年日本ジムカーナ／ダートトライアル選手権規定（第１章と第２章除く）、２０１３年ＪＡＦカップオールジャパンジム

カーナ／ダートトライアル規定、スピード行事競技開催規定及び本競技会特別規則に従い、国内競技として開催される。

第第第第２２２２条条条条 競技会競技会競技会競技会のののの名称名称名称名称

２０１３年ＪＡＦカップオールジャパンジムカーナ／２０１３年ＪＭＲＣ全国オールスタージムカーナ

第第第第３３３３条条条条 競技種目競技種目競技種目競技種目

ジムカーナ

第第第第４４４４条条条条 競技会競技会競技会競技会のののの格式格式格式格式

ＪＡＦ公認：国内競技（ＪＡＦ公認Ｎｏ，２０１３－２１１５）

第第第第５５５５条条条条 開催日程開催日程開催日程開催日程

２０１３年　１１月　９日（土）　～　　１１月　１０日（日）　２日間

第第第第６６６６条条条条 競技会開催場所競技会開催場所競技会開催場所競技会開催場所

幸田サーキットＹＲＰ桐山 （コース公認Ｎｏ，２０１３－Ｉ－２３０２）

〒４４４－０１２６ 愛知県額田郡幸田町大字桐山字立岩１－１００

ＴＥＬ０５６４－６２－７５２２ ＦＡＸ０５６４－６２－７５４８

第第第第７７７７条条条条 オーガナイザーオーガナイザーオーガナイザーオーガナイザー

主催：名古屋レーシングクラブ(ＮＲＣ) 代表者：鬼頭　正人

〒４６３－００６５ 名古屋市守山区甘軒家１４－４０

ＴＥＬ０５２－７９２－２０３１ ＦＡＸ０５２－７９２－２０３１

共催：ソモスモータースポーツクラブ(ＳＯＭＯＳ) 代表者：鳥居　晴彦

〒４６３－００２３ 名古屋市守山区今尻町１３０６

ＴＥＬ０５２－７９８－５６２１ ＦＡＸ０５２－７９８－５６２２

協力：ＪＭＲＣ中部・ＪＭＲＣ全国各地区

第第第第８８８８条条条条 大会役員大会役員大会役員大会役員

大会会長 小野　守平（ＪＭＲＣ東北副運営委員長）

第第第第９９９９条条条条 組織委員会組織委員会組織委員会組織委員会

組織委員長 菅野　秀昭（ＪＭＲＣ中部ジムカーナ部会長）

組織委員 石川　和男（ＪＭＲＣ北海道ジムカーナ部会長） 有田　光徳（ＪＭＲＣ中国ジムカーナ部会長）

植松　聖史（ＪＭＲＣ東北ジムカーナ部会長） 西森　啓祐（ＪＭＲＣ四国ジムカーナ部会長）

後藤　和弘（ＪＭＲＣ関東ジムカーナ部会長） 佐藤　裕　 （ＪＭＲＣ九州ジムカーナ部会長）

古谷　哲也（ＪＭＲＣ近畿ジムカーナ副部会長）

第第第第１０１０１０１０条条条条 競技会主要役員競技会主要役員競技会主要役員競技会主要役員

１）競技会審査委員会

審査委員長 嶽下　宗男(ＪＡＦ派遣)

審査委員 中村　善浩(ＪＡＦ派遣)

審査委員 西山　純一（組織委員会任命/ＪＭＲＣ全国ジムカーナ振興事業委員長）

２）競技役員

競技長 増田　好洋

副競技長 鶴田　康仁

コース委員長 山内　泰

計時委員長 渡辺　政儀

技術委員長 佐々木　康行

パドック委員長 神田　敬三

救急委員長 鳥居　良彦

医師団長 鬼頭　正人

事務局長 後藤　康次

第第第第１１１１１１１１条条条条 参加申込参加申込参加申込参加申込およびおよびおよびおよび参加費用参加費用参加費用参加費用

１）参加申込場所および問い合わせ先（大会事務局）

ソモス株式会社 担当者：松下　和樹

〒４６３－００２３ 名古屋市守山区今尻町１３０６

ＴＥＬ０５２－７９８－５６２１ ＦＡＸ０５２－７９８－５６２２

２）参加受付期間

受付開始 ２０１３年　１０月　　７日（月）

締切日 ２０１３年　１０月　１７日（木）

３）最大参加台数

ＪＡＦカップオールジャパン対象部門およびクラスの最大参加台数は１８０台までとする。

また、併設クラスは２０台までとする。

４）提出書類

所定の「参加申込書」「車両申告書」「出場選手カード」「参加申込明細書」に必要事項を正確に記入し、

署名のうえに参加受付期間内に以下の参加料を添えて現金書留または銀行振込にて申し込む事。

※銀行振込にて申し込む場合は、上記書類と「振込明細書のコピー」を必ず同封し郵送する事。

振込先：名古屋銀行　藤が丘支店　普通預金　３２７８９１８　ソモス株式会社

５）参加料

①ＪＡＦカップ対象クラス

ＪＭＲＣ各地区会員 ３０，０００円／名

ＪＭＲＣ各地区会員以外 ３５，０００円／名

②併設クラス

ＪＭＲＣ各地区会員に限る ２０，０００円／名

６）その他

①サービス員登録 １名／２，０００円（２日間有効）登録人数の制限は行わない。

②予備スペース登録 １枠／３，０００円（２日間有効/ｻｲｽﾞ2.5mX5,0m）

※ＪＡＦカップ対象クラスのみ登録可能。併設クラスは登録不可。

※予備スペース登録は競技参加車両１台に対して１枠までとする。

※競技車両隣接の指定場所にて設定。

２０１３年　ＪＡＦカップ　オールジャパン　ジムカーナ／２０１３年　ＪＭＲＣ全国　オールスター　ジムカーナ

特別規則書



③サービスカー登録 １台／３，０００円（２日間有効）

※ＪＡＦカップ対象クラスのみ登録可能。併設クラスは登録不可。

※乗用車・ライトバン・１ＢＯＸ等のパドックサイズ内の車両に限る。

※競技車両に隣接するか指定場所に駐車する。受理状況により結果は受理書にて告知。

※サービスカーの登録は競技参加車両１台に対して１台までとする。

※競技車両に隣接する指定場所に駐車した場合、サービスカーの競技中移動は不可とする。

※予備スペース登録と重複しての登録不可。（ＳＣ・Ｄクラス除く）

④積載車両 無料(２日間）

※指定した場所に駐車してください。但し、登録を必要とする。

※指定した場所以外に駐車した場合は別途駐車料を徴収させていただきます。

⑤持込テント 無料。各競技車両のパドックスペース内に設置してください。

⑥公開練習 別途公開練習インフォメーションを参照。公式競技ではありません。

※上記登録は、参加申込と同時に「参加申込明細書」に記入して、参加料と共に料金を添えて行ってください。

　　参加申込締切後の追加登録は受付いたしません。ご注意ください。

※競技会場のパドックサイズは２．５ｍ×５．０ｍとなります。

第第第第１２１２１２１２条条条条 競技競技競技競技ののののタイムスケジュールタイムスケジュールタイムスケジュールタイムスケジュール

●２０１３年　１１月　９日（土） ●２０１３年　１１月　１０日（日）

ゲートオープン 　７：００～ ゲートオープン ６：００～

参加確認受付 １３：００～１６：３０ 車両持出検査 ６：００～７：００

公式車両検査 １４：００～１６：３０ 出走確認受付 ６：２０～７：２０

車両持出申請 １４：００～１７：００ 慣熟歩行 ７：００～７：４０

慣熟歩行 １６：３０～１７：００ ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｽﾞﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ ７：５０～８：１０

車両保管 １８：００～翌日６：００まで （開会式）

ゲートクローズ １８：００（予定） 第１ヒート ８：３０～

慣熟歩行 第1ﾋｰﾄ終了10分後から30分間

第２ヒート 第1ﾋｰﾄ終了後から60分後

表彰式（閉会式） １６：００～（予定）

第第第第１３１３１３１３条条条条 慣熟歩行慣熟歩行慣熟歩行慣熟歩行

タイムスケジュールに従い、例外を除いて歩行にて行う。

第第第第１４１４１４１４条条条条 競技競技競技競技クラスクラスクラスクラス区分区分区分区分

１）ＪＡＦカップ対象クラス ２０１３年日本ジムカーナ/ダートトライアル選手権規定第１２条１．１）の通り

２）併設クラス Ｌクラス：Ｂ車両に合致する車両(女性運転者限定)

第第第第１５１５１５１５条条条条 参加受理優先基準参加受理優先基準参加受理優先基準参加受理優先基準

１）２０１３年ＪＡＦ全日本ジムカーナ選手権シリーズの各部門、各クラス１０位までの者。

２）２０１３年各地区のＪＡＦ地方ジムカーナ選手権シリーズの各部門、各クラス６位までの者。

３）オーガナイザーの選考に基づく者。但し、前項１）および２）の優先順位を妨げない。

※１）、２）とも自身の成績を保持したクラスでの参加に限り適用され、以外での参加は３）となる。

第第第第１６１６１６１６条条条条 賞典賞典賞典賞典

１）ＪＡＦカップ対象クラス

　　◎全部門・全クラス １位　　　　　 ＪＡＦカップ／ＪＡＦ楯／オーガナイザー賞（賞金または賞品）

２位～３位　 ＪＡＦ楯／ＪＡＦ賞／オーガナイザー賞（賞金または賞品）

４位～６位　 ＪＡＦ賞／オーガナイザー賞（賞金または賞品）

２）併設クラス １位～６位 オーガナイザー賞（賞金又は賞品）

３）特別賞 地区対抗戦賞（賞金）

４）ＪＡＦ楯を除き各クラスの参加台数により５０％（小数点以下四捨五入）の範囲内で最大６位までとする。

５）賞典詳細は別途公式通知にて発表。

第第第第１７１７１７１７条条条条 そのそのそのその他他他他のののの規則規則規則規則

２０１３年全日本ジムカーナ/ダートトライアル選手権統一規則を適用する。

但し、以下の条項については同統一規則の内容を一部追加・削除もしくは置き換えて適用する。

１）　第１条 本特別規則第１条から第１３条に記載された内容に置換する。

２）　第２条２） 「全日本ジムカーナ選手権における」を「本大会における」に置換する。

３）　第３条 本特別規則第１４条に置換する。

４）　第５条 本特別規則第１５条に置換する。

５）　第６条２） 文末に「但し、レディースクラスとの重複参加は認められる。」を追加する。

６）　第１６条１） 「スピードＡＥ車両部門、スピードＰＮ車両部門、スピードＮ車両部門、スピードＳＡ車両部門に参加する車両は、

当該車両に適用される国内競技規則に基づくロールバーの装着が強く推奨され、スピードＳＣ車両部門、

スピードＤ車両部門に参加する車両は当該車両に適用される国内競技規則に基づく

ロールバーを装着しなければならない。に置換する。

７）　第１７条 前文を「ＳＣ・Ｄクラスを除き、競技期間中、機材等を用いてタイヤを意図的に加熱、保温することは禁止される」

に置換し、１）、２）は削除する。

８）　第２８条 「全日本選手権競技会」を「本競技会」に置換する。

９）　第２９条 本特別規則第１６条に置換する。

第第第第１８１８１８１８条条条条 遵守事項遵守事項遵守事項遵守事項

１）全ての参加者は明朗かつ公正に行動し、放言を慎み、スポーツマンシップに則ってマナーを保たなければならない。

２）オーガナイザーや大会後援者・競技役員・競技会審査委員会の名誉を傷つけるような言動をしてはならない。

第第第第１９１９１９１９条条条条 損害損害損害損害のののの補償補償補償補償

１）参加者・競技運転者は、参加車両および付属品等の損傷、盗難、紛失等の損害および会場の施設、器物を破損させた場合の

　　補償等、理由の如何にかかわらず各自が責任を負わなければならない。

２）参加者、競技運転者、サービス員（ヘルパー含む）、ゲスト等は、ＪＡＦおよびオーガナイザーの大会役員、競技役員、大会雇用者が

　　一切の損害補償の責任を免除されている事を了承しなければならない。

　　すなわち大会役員、競技役員がその役務に最善を尽くすことは勿論であるが、その役務遂行に起因するものであっても、

　　参加者、競技運転者、サービス員、ヘルパー、ゲスト、観客、大会関係者の死亡、負傷、車両の損害に対して

　　一切の損害賠償責任を負わないものとする。

第第第第２０２０２０２０条条条条 そのそのそのその他他他他のののの事項事項事項事項

１）競技運転者は競技に有効な保険（死亡１，０００万円以上）加入者、又はＪＭＲＣ共済（全国共同共済）制度加入者、

　　又はスポーツ安全保険加入者に限る。

　　なお、大会参加確認受付時にその保険証書（コピー可）もしくは全国各地区のＪＭＲＣ会員証等を呈示する事。

２）国内競技規則４－１９に従い、参加を拒否した場合は、返金手数料１，０００円を差し引いて返金する。

３）本特別規則に記載されていない事項については、ＪＡＦ国内競技規則とその付則、およびＦＩＡ国際モータースポーツ競技規則

　　とその付則に準拠する。

４）本特別規則発行後、ＪＡＦにおいて決定され公示された事項は全ての規則に優先する。

以上

大会組織委員会大会組織委員会大会組織委員会大会組織委員会
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携帯

－ cc
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㊞

参加クラス ゼッケン

オーガナイザー：

開催日　　２０１３年

２０１３年ＪＡＦカップオールジャパンジムカーナ　

参加申込書
ＦＩＡ国際ﾓｰﾀｰｽﾎﾟｰﾂ競技規則に準拠した一般社団法人日本自動車連盟（ＪＡＦ）の国内競技規則及び本大会特別規則に従って参加を申し込みます。

競
技
運
転
者
　

(

　
参
加
者
　

)

フリガナ 性　別 血　液　型

氏名 生　年　月　日

フリガナ

住所

所属JAF登録クラブ名 登録クラブ略称名

運　転　免　許　証　番　号 有　効　期　限

平成
競 技 ラ イ セ ン ス 種 類

地域ｺｰﾄﾞ ライセンスNO

参
加
者

フリガナ

氏名

(参加者と競技運転者が異なる場合のみ記入) エントラントライセンスNO

参
加
車
両

全　日　本　選　手　権　ク　ラ　ス

併　設　クラス 車　両　型　式

フリガナ

参　加　車　両　名
(15文字以内を厳守のこと）

住所

排　気　量(　　　　×1.7) 使用タイヤメーカー名

記号類は表示対応できない場合もありますので、使用は控えて下さい。

重　複　参　加 希　望　出　走　順　(　競　技　運　転　者　名　)

先発 後発

備考

そ
の
他

ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ補償の傷害保険等 補償内容

当年全日本 当年地方選手権

【競技運転者が参加者を兼ねる場合は記入不要】 ※ライセンス名ではなく本名で署名（自署）

誓　約　書

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。

事
務
局

受付日 受付No. 参加料・登録料 選考

運転者署名参加者署名

ｻｰﾋﾞｽ員代表者署名 親権者署名

【上記運転者が２０歳未満の場合に署名捺印を要する】

・ 受理　　・　不受理 有・無

公開練習



年 月

名

ℓ

ℓ

年

技術委員長署名

ボンネットの締具 トランクリッドの締具 合　・　否

備
　
考

車両持出申請　　　有　・　無　　　　　　車両整備・修理申請　　　有　・　無 技術委員長確認欄

　　　　　年　　　　　月　　　　　日　　　　　時　　　　　分

再車両検査レーシングシューズ ロールバー サイドバー 車両重量

排出ガスＨＣ
合　・　否

レーシンググローブ シートベルト 車高・全高・全幅等 排気音量

排出ガスＣＯ 公式車両検査
レーシングスーツ カタログ等 Ｅ/Ｇﾙｰﾑ内安全性

技
術
委
員
記
入
欄

ヘルメット 自動車検査証 車室内安全性

牽引ブラケット キルスイッチ

レーシングシューズ 有　・　無 ﾒｰｶｰ銘柄 規格

レーシンググローブ 有　・　無 ﾒｰｶｰ銘柄 規格

レーシングスーツ 有　・　無 ﾒｰｶｰ銘柄 規格

その他 有　・　無

ヘルメット 有　・　無 ﾒｰｶｰ銘柄 規格 製造年

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 有　・　無 ﾒｰｶｰ銘柄 ｺﾚｸﾀｰﾀﾝｸ 有　・　無

容量

容量

燃料ポンプ 有　・　無 ﾒｰｶｰ銘柄 機械式　･　電気式

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

排気系統

ボア・ストローク等 有　・　無 ボア ｍｍ

有　・　無
触　媒

過給器

EXﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ マフラー

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 点式

シート 有　・　無 運転席 助手席

ステアリング 有　・　無 ﾒｰｶｰ銘柄 ｍｍФ

バッテリー 有　・　無 ﾒｰｶｰ銘柄 搭載位置

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 フロント リア

ＬＳＤ 有　・　無 フロント センター

トランスミッション 有　・　無 ミッション ファイナル

ﾌﾗｲﾎｲｰﾙ

リア

ｍｍ 乗車定員

クラッチ 有　・　無 カバー ディスク

マウントブッシュ類 有　・　無

ロールバー 有　・　無 点式 材質 肉厚 ｍｍ 直径

ストラットタワーバー 有　・　無 フロント リア

スタビライザー 有　・　無 フロント リア

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 有　・　無 フロント リア

Ｒ・ホイール 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

Ｒ・タイヤ 有　・　無 ﾒｰｶｰ銘柄 サイズ

ℓ 車両重量 ｋｇ

※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

ｃｍ 全　高 ｃｍ

車両重量 基準重量 ｋｇ 燃料タンク容量

車両寸法 全　長 ｃｍ 全　幅

エンジン型式 ＪＡＦ公認№／ＪＡＦ登録№ 公認　・　登録 Ｎｏ．

車台番号 排気量（過給換算値） ｃｃ 初度登録年月

競技運転者氏名 競技参加者氏名

登録番号 車両型式
※排ガス識別記号も含めて記入の事。

車　両　申　告　書
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申告致します。

年
参加クラス ゼッケン

２０１３年ＪＡＦカップオールジャパンジムカーナ
月 日開催日

【競技運転者と異なる場合のみ記入】



料金

３５，０００円 名

３０，０００円 名

２０，０００円 名

２，０００円 名

５，０００円 名

無　料

振込名

〒

３，０００円 枠

円

０ 円

３，０００円

運転者氏名

参加クラス

2013年JAFカップオールジャパンジムカーナ
2013年JMRC全国オールスタージムカーナ

ゼッケン

参加費用明細書

参加費の振込

領収証宛名

受理書送付先

積載車両 有・無

合　　　計 ０

０ 円

サービス員登録料金 ０ 円

ｻｰﾋﾞｽｶｰ登録料※併設ｸﾗｽは登録不可
枠

公開練習参加料金

※参加車1台に付き1枠まで。ｻｰﾋﾞｽｶｰと重複しての登録不可。(SC･Dｸﾗｽ除く)

円

併設ｸﾗｽ参加料（JMRC各地区会員に限る） ０ 円

０ 円

予備ｽﾍﾟｰｽ登録料(2.5m×5m)※併設ｸﾗｽは登録不可

参加料（JMRC各地区　会員） ０

※参加車1台に付き1台まで。予備ｽﾍﾟｰｽと重複しての登録不可。(SC･Dｸﾗｽ除く)

申込内容 数量 小計

参加料（JMRC各地区非会員） ０ 円

発行が必要な場合の宛名を書いてください

申込住所と異なる場合に記入

 【注意】銀行振込の場合は，必ず振込用紙のコピーを同封し対象参加者名をすべて記入すること。振込の場合は領収書の発行をしない。

有　・　無 着金日 /



参加クラス ゼッケン

都 道 市 区

府 県 郡

2013年度の戦績

クラス 位

地区 シリーズ クラス 位

2013年度の各シリーズ上位入賞戦績

優勝（　　　）回　２位（　　　）回　３位（　　　）回　４位（　　　）回　５位（　　　）回　６位（　　　）回 

優勝（　　　）回　２位（　　　）回　３位（　　　）回　４位（　　　）回　５位（　　　）回　６位（　　　）回

2012年度の成績

クラス 位

地区 シリーズ クラス 位

ｻｲｽﾞ ／ －

ｻｲｽﾞ ／ －

会場までの交通手段

今年のシリーズを振り返って一言あるいは来期への抱負など

今回の目標

その他、アナウンスして欲しいことがあれば

ご協力ありがとうございました。ご健闘をお祈り致します。

使用年数

年

地方選手権

全日本選手権

2013年JAFカップオールジャパンジムカーナ
2013年JMRC全国オールスタージムカーナ

参加選手紹介書

フリガナ クラブ名 ｼﾞﾑｶｰﾅ歴 年齢

選手名
年 才

住所 職業

読み方

参加車両名
１５文字以内

車両データ
年式 車両型式 Ｅ／Ｇ型式 排気量 最大出力

年 cc ps

全日本選手権 シリーズ順位

地方選手権 シリーズ順位

全日本選手権 シリーズ順位

地方選手権 シリーズ順位

使用タイヤメーカー・銘柄 今回の使用タイヤ

晴ｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞ

雨ｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞ

メンテナンスガレージ・ショップ名 マシンの特徴



2013年JAFカップオールジャパンジムカーナ/2013年JMRC全国オールスタージムカーナへの
参加者のみの公開練習会を下記内容にて開催致します。ご参加をお待ちしております。

◎開催日 ２０１３年１１月９日（土）

◎タイムスケジュール
ゲートオープン 　　　７：００～
公開練習走行受付 　　　８：００～９：００
コースオープン（慣熟歩行） 　　　８：１０～９：００
公開練習ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｽﾞﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ 　　　９：１０～９：２０
公開練習走行１回目（ゼッケン順） 　　　９：３０～１２：００（予定）
コースオープン（慣熟歩行） 　　　練習走行１回目終了後３０分間
公開練習走行２回目（ゼッケン順） 　　１２：４０～１５：１０（予定）

◎参加料
５,０００円（２回走行）

◎申込方法
公開練習走行の申し込みは下記の申込書に記入の上、参加料を添えて、
『2013年JAFｶｯﾌﾟｵｰﾙｼﾞｬﾊﾟﾝｼﾞﾑｶｰﾅ/2013年JMRC全国ｵｰﾙｽﾀｰｼﾞﾑｶｰﾅ』への参加申込みと
同時にお申し込みください。

〒

年 月 日

㊞ ㊞

上記運転者が２０才未満の場合署名捺印を要する。

㊞

2013年JAFカップオールジャパンジムカーナ
2013年JMRC全国オールスタージムカーナ

インフォメーション№1

公開練習開催のご案内

切り取り線

公開練習走行参加申込書

参加クラス 運転者名

住
所

電話 携帯

車両名 車両型式

重複参加 有・無 希望先行者 希望後走者

誓約書

私は，公開練習走行参加にあたり、走行に関する諸規則並びに注意事項を承認し遵守致します。また、運転者
はジムカーナ走行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、
ジムカーナ走行が可能であることを申告致します。私は、モータースポーツが危険性を伴う走行である事を十
分認識の上、自己責任において誠実かつ適切に走行を遂行するとともに、本公開練習走行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、コース管理者をはじめ公開練習走行関係者（団体及
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。

署名年月日

参加者署名 運転者署名

保護者署名



●●●●幸田幸田幸田幸田サーキットサーキットサーキットサーキットＹＲＰＹＲＰＹＲＰＹＲＰ桐山桐山桐山桐山　　　　おすすめおすすめおすすめおすすめ近隣宿泊先一覧近隣宿泊先一覧近隣宿泊先一覧近隣宿泊先一覧

２０１３．９．１

場場場場　　　　所所所所 宿泊先名称宿泊先名称宿泊先名称宿泊先名称 電話番号電話番号電話番号電話番号 基本料金目安基本料金目安基本料金目安基本料金目安 移動時間目安移動時間目安移動時間目安移動時間目安

西尾市 三河湾リゾートリンクス 0563-32-3711 ※調整中、後日発表 夕方30分、早朝20分

ＡＢホテル三河安城本館 0566-79-3010 Ｓ素泊まり4400～ 夕方45分、早朝30分

ＡＢホテル三河安城新館 0566-79-0700 Ｓ素泊まり4200～ 夕方45分、早朝30分

ＡＢホテル三河安城南館 0566-77-6005 Ｓ素泊まり4800～ 夕方45分、早朝30分

東横イン三河安城駅前 0566-72-1045 Ｓ素泊まり4980～ 夕方45分、早朝30分

ドーミーインEXPRESS三河安城 0566-71-5489 Ｓ素泊まり5400～ 夕方45分、早朝30分

ＡＢホテル岡崎 0564-54-1005 Ｓ素泊まり5500～ 夕方40分、早朝25分

ＡＰＡ岡崎サンホテル 0564-65-6000 Ｓ素泊まり4880～ 夕方50分、早朝30分

岡崎オーワホテル 0564-28-2001 Ｓ素泊まり5800～ 夕方50分、早朝30分

ホテル平成 0564-54-0081 Ｓ素泊まり4725～ 夕方30分、早朝20分

形原温泉 1泊2食 約12000～ 夕方15分、早朝10分

西浦温泉 1泊2食 約12000～ 夕方35分、早朝25分

三谷温泉 1泊2食 約12000～ 夕方35分、早朝25分

吉良温泉 1泊2食 約12000～ 夕方35分、早朝25分

三ヶ根山周辺 1泊2食 約12000～ 夕方20分、早朝15分

三河安城駅前

岡崎市


