２０１７ Ｇ６ジムカーナ第３戦 ＴＳホソカワラウンド規則書
〔主催者〕 ＴＳホソカワ
〔主催責任者〕 ＴＳホソカワ 代表 細川 昇
〔開催日〕 平成２９年６月２５日（
日）
〔開催場所〕 清里ハイランドパーク（
〒407-0311 山梨県北杜市大泉町西井出8240-1）
〔参加費〕 ￥９，０００／１名（
入場料及び消費税含む）昼食無し
＊初参加者は￥８，０００（
過去にＧ６ジムカーナシリーズへ参加経験が無い者）
〔参加申込期間〕 ５月２２日（
月）
〜６月１７日（
土）
〔参加募集台数〕
１００台程度（
１台で３名まで受付します、複数エントリーの場合は希望出走順を記入してください。）
〔タイムスケジュール〕
当日のタイムスケジュールは受理書にてご案内します
〔参加申込方法〕
① ＴＳホソカワへ直接持参
② 現金書留にて郵送
参加申込書に必要事項記入し現金と一緒に現金書留でお送り下さい。
宛先：
〒400-0867 山梨県甲府市青沼1-13-17 ＴＳホソカワ TEL：
055-232-4171 FAX:055-232-4172
③ 銀行振込+郵送
・参加申込書を郵送、参加費を下記に振込（
必ず参加申込書の備考欄に振込日をご記入ください）
振込先：
楽天銀行 ロック支店（
202） 普通預金 口座番号：
2556722 預金名義：ホソカワ ノボル
振込名の前に必ず連絡のつく電話番号を入れて下さい。
（
万一、申込書が郵便事故等で届かなかった場合のみ連絡します）
振込と郵送は時間をあけずにお願いします。
④ 銀行振込+メール
・
参加申込書をメール、参加費を下記に振込（必ず参加申込書の備考欄に振込日をご記入ください）
振込先：
楽天銀行 ロック支店（
202） 普通預金 口座番号：
2556722 預金名義：ホソカワ ノボル
振込名の前に必ず連絡のつく電話番号を入れて下さい。
（
万一、申込書が届かなかった場合のみ連絡します）
振込とメールは時間をあけずにお願いします。
・
参加申込書はwordまたはPDFで添付して下さい。
・
送り先は、ここまで。 （
pxm07000@nifty.com 件名は「
G6申込み」
でお願いします。）
・
誓約書に署名された原本を当日ご持参して、受付にて差し替え、または受付にて署名して下さい。
・
メール受信後「
受付」
メールを返信します、万一メール後3日後までに返信メールが届かない場合は、お手数でも上記
郵送先に電話で確認をお願いします。（
受付メールは参加受理書ではありません）
補足：
③または④の場合、締め切り直前の場合は特に同時期に行って下さい。
・正式に受理した方には原則として郵送にて受理書を発行いたします。
・受理書の発送はイベント当日の３日前までに申込書住所へ郵送します。３日前までに届かない場合は主催者へ
連絡して確認下さい。
・参加申込期間中の正式受理の扱いで主催ショップに現金及び申込書が届いた時点とし締切り前でもエントラントの
都合によるキャンセルは参加料を返金いたしません。
・不受理の方には参加費を返金いたします。（返金に必要な事務経費として１０００円を差し引きます。）
★Ｇ６ジムカーナシリーズ２０１６統一申込書
お手数ですが参加申込書は下記よりダウンロードして下さい。
（
原則として郵送サービスは致しておりません。）
☆参加申込書・
Ｗｏｒ
ｄ
☆参加申込書・
ＰＤＦ
「ご注意」
参加申込書に記載ミスや不備がありますと、受理できない場合がありますので、参加申込書の記入欄には、必要
事項を漏れなく正確にご記入下さい。なお、記入上で不明な点はＧ６事務局又は各主催者にお問い合わせ下さい。
（特に排気量は「
通称」
ではなく正式な数字を記入して下さい。また、過給器付きの場合は1.7を掛けて、小数点以下一桁
まで記入して下さい。不明な場合はお問い合わせ下さい。）
「
参加車名について」

参加車両名は「
通称名」
でご記入下さい。
例：
「
今日も元気だ！頑張るぞロードスター」
は「ロードスター」
〔参加資格〕
・
当日有効な自動車運転免許証（普通車以上）
を所持している方。
（
Ｇ６ジムカーナフェスティバル２０１７への参加は２０１７年のＧ６ジムカーナシリーズ各ショップラウンドへの参加実績
（
未出走を含む）
が必要です。）
〔参加車両〕
・
ナンバー付車両に限ります。
・
参加車両は全クラス陸運局へ直接車両を持込んでも車検に合格する車両状態で有る事。（走行時シート等の取外しは
不可）
・
過給機付車両（
ターボ・
スパーチャージャー等）の排気量は係数1.７倍とします。（後付も含みます。）
・
オープンカーのロールバー装着は任意とします。
・
３点式以上のシートベルト、ヘルメット耳を
(
覆っている物)、グローブ、長袖、長ズボン、（
サンダル禁止）
を義務付けと
いたします。（
同乗者も同様とします。）
・
乗員側の窓は全閉して走行して下さい。
〔
参加クラス区分〕
「レギュラータイヤクラス」
① ＦＦ１：
１０００ccを超え１５００ｃｃ以下の前輪駆動車
② ＦＦ２：
１５００を超え１６００cc以下の前輪駆動車
③ ＦＦ３：
１６００ccを超える前輪駆動車
④ ＦＲ１：１９００cc以下の後輪駆動車
⑤ ＦＲ２：１９００ｃｃを超え２０００ccまでの後輪駆動車（ホンダＳ2000 を除く）
⑥ ＦＲ３：２０００㏄を超える後輪駆動車（
ホンダＳ2000 を含む）
⑦ ４ＷＤ１：
ホイール径に関係なくタイヤ幅２２５まで装着の４輪駆動車
⑧ ４ＷＤ２：
ホイール径に関係なくタイヤ幅２３５以上装着の４輪駆動車
⑨ Ｋ１：
過給機無しの軽自動車及び１０００cc以下の車両（
全ての駆動方式を含みます）
⑩ Ｋ２：
過給機付きの軽自動車（
全ての駆動方式を含みます。ストーリアクロス４を含む）
⑪ Ｌ：
レディース（
全ての駆動方式を含みます。）
⑫ ＡＴ：
オートマチックミッション車（
ＡＴ限定免許にて許可された車両・
全ての駆動方式を含みます。）
⑬ ＥＨ：電気モーターを駆動及びアシストに使う車両（全ての駆動方式を含みます。）
⑭ 特設クラス：
３台以上まとめて申込みして下さい。詳しくは主催者までご相談下さい。
「Sタイヤクラス」
⑮ Ｓ２ＷＤ：排気量に関係無く２輪駆動（１本でもＳタイヤを装着した車両）
⑯ Ｓ４ＷＤ：排気量に関係無く４輪駆動（１本でもＳタイヤを装着した車両）
※全クラス参加車両の排気音量は１０３ｄＢ以下とする。
（上記基準を越える車両の参加はお断りいたします。）
（参加車両の事前音量測定はしません、イベント当日に主催ショップが任意で測定し当事者へお伝えします）
「Ｓタイヤの定義」
・ブリヂストン：520S、540S、55S、11S、05D、06D
・ダンロップ：
93J、98J、01J、RSV98、02G、03Ｇ、β02
・ヨコハマ：
021、032、038、039、048、049、050、A052
・トーヨー：
FM9R、08R、881、888、888R
・接地面に縦溝のみのタイヤ（
国内・
外問わず）
※「ラリータイヤ」
、「
エイボン他の海外メーカー製のＳタイプタイヤ」、その他上
記に類似するタイヤ及びＧ６運営委員会の指定したタイヤも「Ｓタイヤ」とします。
〔イベント走行方法〕
・ゼッケン順走行とします。（スタート時間にスタートラインに付けない場合には走行出来ません。）
・原則としてパドック誘導は行いません。
・慣熟走行を含む３トライとします。（
フェスティバルは２トライです。）
（悪天候等の不慮の事態によりトライ数が減る場合があり
ます。）

・参加者同士及び同行者の同乗走行は認めますが、参加者以外の同乗希望者は申し込み時に誓約書を提出してください。
〔タイム計測方法〕
スタートラインを横切った時からゴールラインを横切った時までを光電管又はストップウオッチを使用して１／１００秒以上で計
測します。
〔ペナルティー規定〕
・パイロンタッチは移動確認した場合に限りパイロン1本につき５秒加算とします。
・脱輪判断は完全にタイヤが落ちたときとします。
・脱輪は１輪に付き５秒加算します。
・同時２輪脱輪はミスコース扱いとします。
・赤旗を提示されない限り、ミスコース後の走行も可能です。
〔信号旗〕
・黄旗：
パイロン移動・
パイロン転倒
・黒旗：
ミスコース
・赤旗：
危険がありますので、その場で停車して下さい。（
オフィシャルの指示に従って下さい。）
〔順位の決定〕
・正式計測２トライの内のベストタイムで順位をつけます。
・ベストタイムが同一の者が複数の場合には以下により順位を決定します。
① セカンドタイムが良好な者を上位とします。
② 年齢の若い者を上位とします。
〔賞典〕
・各クラスの上位３名にはＧ６特製の勝利者ステッカーを授与します。
・参加申込者全員に「
Ｇ６ジムカーナフェスティバル」
で有効な抽選券を各戦につき１枚を進呈します。
〔抽選券〕
抽選券はＧ６ジムカーナフェスティバル当日に抽選券受付窓口にて参加実績（不出走も含む）
に応じた枚数を発行い
たします。なお、抽選券の発券対象はフェスティバル参加者に限りますが、参加募集者数がオーバーし不受理者が発生した場
合には事前に事務局に申し出た方には、現地にて参加者と同様に抽選券を発券いたします。当日協力して頂いたオフィシャル
にも参加者と同様に抽選券を発券いたします。
〔シリーズ表彰〕
・シリーズポイント集計によるシリーズ表彰等は行いません。
・Ｇ６ジムカーナフェスティバルで大抽選会を行います。
〔注意事項〕
・パドック内は完全徐行です。
・パドック内でのスタートテスト・ブレーキテスト・
急加速等は厳禁とします。
・競技中は主催者の指示に従って下さい。
・競技中の飲酒は厳禁とします。
・各「
注意事項」
を守らない方は、参加費を返還することなく即時退場していただき、その後のＧ６関連イベントへの参加を全て
拒否いたします。
・慣熟歩行は徒歩とし（
ドライバー以外も同じ）
、いかなる乗り物も許可しません。（身体障害者用の車イスは除く）
〔その他〕
諸規則の変更及び解釈等に関しては「
Ｇ６ジムカーナ運営委員会」
が行います。
上記の各事項の変更は、Ｇ６運営委員会により随時行われますが、参加ご希望の皆様からのご意見・ご希望も受け付けてお
りますので、
Ｇ６運営委員会へ意見・
要望"にてお気軽にお寄せ下さい。
「Ｇ６勝利者ステッカー」
各クラスの１位、２位、３位には、それぞれ「
ゴールド」、「
シルバー」
、「
ブロンズ」の「Ｇ６ウイナーステッカー」を授与します
（入賞しなければゲット出来ないスペシャルなステッカーです。）
『Ｇ６ジムカーナシリーズ事務局』
〒472-0012 愛知県知立市八ッ田町門前6-1
TEL:0566-82-8048 FAX: 0566-81-0334 Email

toto@car-island.co.jp

カーアイランド内担当：倉地

６月２４日（土）清里ハイランドパークにて練習会を行います。EXCEL・
PDF
清里ハイランドパークへの道
（韮崎・須玉方面から 長坂Ｉ
Ｃから 佐久・野辺山方面から 諏訪・小淵沢方面から）

