
 

【チームシェイクダウン公式ＨＰのご案内】 

皆様にモータースポーツ情報を発信する為、チ

ームシェイクダウンでは、公式 HP を開設しており

ます。 

インターネットを介し、発信だけで無く、エントラ

ントの皆様からお気軽に御指導御鞭撻もいただけ

れば幸いです。 

一人でも多くの、皆様にアクセス及び登録をし

ていただき、ご活用いただければと心より願って

おります。 

何卒、ご参加の程、宜しくお願い申し上げます。 

 

HP… 

https://shakedown.info 

 
 
Facebook…  
https://www.facebook.com/t.shakedown 

 
 

Twitter…  
 

ユーザー名： Tshakedown 

 

 

LINE お友達追加… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAF 公認 
 

 

 

 

２０２3 年ＪＡＦ関東ジムカーナ選手権第 1 戦 

ＪＭＲＣ関東オールスターシリーズ第 1 戦 

ＪＭＲＣ全国オールスター選抜第 1 戦 

もてぎチャレンジ２０２3 
 

 

 

 

 

 

 

特別規則書 

（案） 

 
 



第1条 競技会の定義および組織 
 本競技会は、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 FIA 国際モータースポーツ競技
規則およびその付則に準拠した JAF の国内競技規則およびその細
則、２０２3 年日本ジムカーナ／ダートトライアル選手権統一規則、ス
ピード競技開催規定、JMRC 関東ジムカーナシリーズ共通規則およ
び本競技会特別規則に従い準国内競技として開催される。 
 
第2 条  競技会の名称 
２０２3 年JAF 関東ジムカーナ選手権第1 戦 
JMRC 関東オールスターシリーズ第1 戦 
JMRC 全国オールスター選抜第1 戦 
もてぎチャレンジ 2023 
 
第3 条  競技種目 
ジムカーナ 
 
第4 条  競技の格式 
JAF 公認：準国内格式、JAF 公認番号 ２０２3 年   号 
 
第5 条  開催日程 
２０２3 年2 月２6 日（日）の 1 日間 
 
第6 条  競技会開催場所 
名称  ：モビリティリゾートもてぎ／南コース 
所在地：栃木県芳賀郡茂木町桧山１２０－１ 

TEL0285-64-0200／FAX0285-64-0209 
 

第7 条  オーガナイザー 
名称  ：チームシェイクダウン 
所在地：〒324－0502 栃木県那須郡那珂川町三輪504-1 
     代表者：星   忠      TEL0287-96-4505 
 
名称  ；ホンダモビリティランド株式会社 
所在地：〒321-3597 栃木県芳賀郡茂木町桧山120-1 
    代表者：田中 薫      TEL0285-64-0200 
 
第8 条  組織委員会 

組織委員長  星   忠   
組織委員    高秀 一行 

 
第9 条  競技会主要役員 
1)競技会審査委員会 

審査委員長   後藤 和弘 (K.S.C) 
審査委員     清島 康伸 (ACTIVE) 
審査委員     野澤 幸夫 （SHAKEDOWN） 

 
2)競技役員 

競技長       星   忠 
副競技長     水井 宗三 
コース委員長 寺地 晃正  
計時委員長   竹原 敏雄 
技術委員長   小島 一好 
救急委員長   水井 宗三 
事務局長     福岡 孝恭 

第10 条  参加申込および参加費用 
1) 参加申込場所および問い合せ先（大会事務局） 
 
  所在地：〒324-0502 

栃木県那須郡那珂川町三輪504-1 
            (有)ヌヴォラーリ内  

チームシェイクダウン 担当：星・福岡 
        TEL 0287-96-4505  

FAX0287-96-4654 
  MAIL：hoshi@nuvolari.co.jp  
 
2) 参加受付期間： 
 

２０２3 年2 月1 日(水)～２０２3 年2 月16 日(木)※必着 
 
3) 参加申込方法 
 
＜必要書類へ直接入力後、現金書留・振込の場合＞ 
 

下記①または②の方法で、所定の参加申込書、車両申告書、住所シ
ール、参加料金明細書、MS 共済会申込書等の書類を入手して下さ
い。その後、必要事項を記入し署名捺印の上、参加料を添えて現金
書留もしくは、振込後記入書類を別に郵送にて事務局まで申し込
むこと。 
 
参加料を銀行振込にする場合は、下記口座に2/1～2/16期間内
に、お振込み下さい。但し、振込手数料は各自負担でお願いしま
す。 

 
足利銀行  おもちゃのまち支店  普通 2871059 
口座名義：栃木モータースポーツサービス 代表 星 忠 

 
① 下記HP からダウンロード  

https://www.shakedown.info/ 
上記HP の「JAF 関東オールスター」ページから指定の必要書類を
ダウンロードして下さい。 
 

② 事務局請求 
第10 条 1）記載の大会事務局まで、TEL・FAX・E メール等で

請求ください。 
 

＜ＨＰから直接入力と参加料決済の場合＞ 
 

https://www.shakedown.info/ 
上記HP の「JAF 関東オールスター」ページ内にある、 
「モタスポ.net からの申込はこちら」から専用ページへ移動し 
必要項目への入力と参加料の決済をしてください。決済はクレジッ
トカード決済とコンビニ決済が選択できます。手続き完了後、参加
受理書等の各種案内物がダウンロードできます。 

 
4) 参加料 
   ￥17,500－（入場料・MS 共済会費500 円を含む） 
 ＜割引項目＞ 
 ※JMRC 関東加入クラブに所属し、JMRC 関東ジムカーナシリー
ズ共通規則第3 章第10 条を満たし、参加申込書にクラブ印を捺印

した場合￥1,000 割引きをする。 
※２０２3 年度SA/A/B/L シードドライバーは￥1,000 割引きをす
る。 
※MRMC･SMSC 共済会入会済（走行会員）の方は参加料に含まれ
る MS 共済会費の￥500 を割引とする。但し参加料金明細書に会
員番号を必ず記入する事。記入無き場合は、割引が受けられません。 

 
5) 参加資格 
① JMRC 関東ジムカーナシリーズ共通規則第2 章に準拠する。 
② 同一車両による重複参加は 2 名まで認められる。 
③ 前年度の全日本選手権各部門各クラスの上位１位までに認定さ

れたシードドライバーは、地方選手権への参加は認められない。 
 
第11 条  タイムスケジュール 

 
第12 条  競技クラス区分 
2023 年 JMRC 関東ジムカーナシリーズ共通規則シリーズ規定   
ＪMRC 関東オールスターシリーズクラス区分に準拠する。 
 
第13 条  賞典 
1) ＪＡＦ賞  

各クラス１位～3 位…ＪＡＦメダル 
2) オーガナイザー賞 

各クラス１位～６位…トロフィー・副賞もしくは賞金 
※各クラス参加台数の 50%を超えない範囲とする。 

３)  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、オーガナイザーの用意した副賞は授与されない。 

 
第14 条  新型コロナ感染症対策について 
モビリティリゾートもてぎ公式ホームページの「新型コロナウイルス
の感染対策とお願い」を熟読してお越しください。 
 
第15 条  その他の事項 
1) 公式通知等の掲示場所…競技会事務局の掲示板 
2) ドライバーズブリーフィング場所…各自パドックにて場内アナウ

ンスで行う。 
３） 慣熟歩行…競技会当日配布するコース図を基に規則書のタイム 
   スケジュールに従って行う。 

 
 

    
大会組織委員会 


