
2020202011112222    年度年度年度年度    中京地区予選開催案内中京地区予選開催案内中京地区予選開催案内中京地区予選開催案内    

    

    

平成平成平成平成 22224444年度中京支部年度中京支部年度中京支部年度中京支部のののの予選開催予選開催予選開催予選開催をををを以下以下以下以下のののの通通通通りりりり決定決定決定決定いたしましたいたしましたいたしましたいたしました    

のでのでのでので、、、、御案内申御案内申御案内申御案内申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。    

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー別別別別にににに、、、、当日又当日又当日又当日又はははは事前事前事前事前エントリーエントリーエントリーエントリー受付受付受付受付となりますのでとなりますのでとなりますのでとなりますので    

期日厳守期日厳守期日厳守期日厳守のののの上上上上、、、、おおおお申申申申しししし込込込込みくださいみくださいみくださいみください。。。。    

又又又又、、、、詳細詳細詳細詳細をおをおをおをお尋尋尋尋ねのねのねのねの場合場合場合場合はははは各役員若各役員若各役員若各役員若しくはしくはしくはしくは開催場所開催場所開催場所開催場所におにおにおにお問問問問いいいい    

合合合合わせくださいわせくださいわせくださいわせください。。。。    

 

            

１１１１・・・・        ８８８８分分分分のののの１１１１エンジンバギーエンジンバギーエンジンバギーエンジンバギー中京地区予選中京地区予選中京地区予選中京地区予選    （（（（    全日本選手権日程全日本選手権日程全日本選手権日程全日本選手権日程    11110000////19191919～～～～11110000////22221111    ＲＣＲＣＲＣＲＣ    ＬＡＮＤＬＡＮＤＬＡＮＤＬＡＮＤ２３２３２３２３    ））））                                                                                                                                                                                            

    

日時日時日時日時        ４４４４月月月月２９２９２９２９日日日日        午前午前午前午前９９９９時受付終了時受付終了時受付終了時受付終了        ＊＊＊＊    予備日予備日予備日予備日    ５５５５月月月月６６６６日日日日                                                                                                                                                                                                                                                                                

会場会場会場会場        名古屋市守山区吉根名古屋市守山区吉根名古屋市守山区吉根名古屋市守山区吉根        Ｆ－Ｆ－Ｆ－Ｆ－１１１１ホビーホビーホビーホビーＧＰＧＰＧＰＧＰバギーコースバギーコースバギーコースバギーコース                                                                                                                                                                                                                                                    

競技競技競技競技        ５５５５分間分間分間分間のののの周回周回周回周回レースレースレースレースをををを２２２２ラウンドラウンドラウンドラウンド以上行以上行以上行以上行いいいい、、、、そのそのそのその内内内内ののののベストポイベストポイベストポイベストポイントントントントよりよりよりより全日本選手権出場者全日本選手権出場者全日本選手権出場者全日本選手権出場者をををを選出選出選出選出するするするする（（（（ベストポイントベストポイントベストポイントベストポイント数数数数はははは変更変更変更変更されるされるされるされる場合場合場合場合があるがあるがあるがある）。）。）。）。                                                                                    

規定規定規定規定        ＪＭＲＪＭＲＪＭＲＪＭＲCACACACA 規定規定規定規定にににに準準準準ずるずるずるずる８８８８分分分分のののの１１１１エンジンオフロードカーエンジンオフロードカーエンジンオフロードカーエンジンオフロードカー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

申込申込申込申込        ４４４４月月月月２２２２５５５５日必着日必着日必着日必着エントリーエントリーエントリーエントリー料料料料￥￥￥￥４４４４,,,,００００００００００００    ととととＪＭＲＣＡＪＭＲＣＡＪＭＲＣＡＪＭＲＣＡ会員費会員費会員費会員費（（（（新規新規新規新規のののの場合場合場合場合はははは、、、、入会金入会金入会金入会金をををを含含含含むむむむ））））をををを添添添添えてえてえてえて別紙必要事項記入別紙必要事項記入別紙必要事項記入別紙必要事項記入のののの上上上上、Ｆ－、Ｆ－、Ｆ－、Ｆ－１１１１ホビーホビーホビーホビーにににに送付送付送付送付するするするする事事事事    

会費会費会費会費    ＪＭＲＣＡＪＭＲＣＡＪＭＲＣＡＪＭＲＣＡ年会費年会費年会費年会費￥￥￥￥２２２２，，，，００００００００００００        新入会新入会新入会新入会￥￥￥￥１１１１，，，，００００００００００００、、、、    平成平成平成平成２２２２４４４４年度会費納入済年度会費納入済年度会費納入済年度会費納入済みのみのみのみの会員会員会員会員ははははエントリーエントリーエントリーエントリー料料料料のみのみのみのみ。。。。                                                                                                        

注意注意注意注意        ＪＭＲＣＡＪＭＲＣＡＪＭＲＣＡＪＭＲＣＡ会員証提示無会員証提示無会員証提示無会員証提示無きききき場合再入会場合再入会場合再入会場合再入会してしてしてして頂頂頂頂きますきますきますきます。。。。                                                                                                                                                                                                                                                    

注記注記注記注記                1111、、、、予備予備予備予備バンドバンドバンドバンドをををを必必必必ずずずず持参持参持参持参するするするする事事事事。。。。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

２２２２、ＡＭＢ、ＡＭＢ、ＡＭＢ、ＡＭＢマイポンダーマイポンダーマイポンダーマイポンダーをををを用用用用いていていていて計測計測計測計測しますしますしますします。。。。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

３３３３、、、、ルールルールルールルールについてはについてはについてはについてはＪＭＲＣＡＪＭＲＣＡＪＭＲＣＡＪＭＲＣＡののののＨＰＨＰＨＰＨＰ広報広報広報広報をををを確認確認確認確認のののの事事事事。。。。                

詳細問合詳細問合詳細問合詳細問合                〒〒〒〒４８５４８５４８５４８５－－－－００２５００２５００２５００２５            愛知県愛知県愛知県愛知県小牧市春日寺小牧市春日寺小牧市春日寺小牧市春日寺３３３３－－－－２０３２０３２０３２０３                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Ｆ－Ｆ－Ｆ－Ｆ－１１１１ホビーホビーホビーホビー    松田松田松田松田    克己克己克己克己            電話番号電話番号電話番号電話番号（（（（０５６８０５６８０５６８０５６８－－－－７６７６７６７６－－－－７８３８７８３８７８３８７８３８））））            

    

    
        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

２２２２・・・・        １０１０１０１０分分分分のののの１１１１電動電動電動電動バギーバギーバギーバギー中京地区予選中京地区予選中京地区予選中京地区予選        （（（（    全日本選手権日程全日本選手権日程全日本選手権日程全日本選手権日程        11111111////2222～～～～11111111////4444    谷田部谷田部谷田部谷田部アリーナアリーナアリーナアリーナ    ））））    
    

    日時日時日時日時        ７７７７月月月月２９２９２９２９日日日日            午前午前午前午前８８８８時受付開始時受付開始時受付開始時受付開始        ＊＊＊＊    雨天雨天雨天雨天でもでもでもでも集合集合集合集合のののの事事事事        

場所場所場所場所        Ｆ－Ｆ－Ｆ－Ｆ－１１１１ホビーホビーホビーホビーＧＰＧＰＧＰＧＰバギーコースバギーコースバギーコースバギーコース    

                ５５５５分間分間分間分間のののの周回周回周回周回レースレースレースレースをををを２２２２ラウンドラウンドラウンドラウンド以上行以上行以上行以上行いいいい、、、、そのそのそのその内内内内ののののベストタイムベストタイムベストタイムベストタイムによりによりによりにより全日本選手権出場者全日本選手権出場者全日本選手権出場者全日本選手権出場者をををを選出選出選出選出するするするする。。。。    

規定規定規定規定        ＪＭＲＣＡＪＭＲＣＡＪＭＲＣＡＪＭＲＣＡ規定規定規定規定にににに準準準準ずるずるずるずる。。。。    

申込申込申込申込        ７７７７月月月月２５２５２５２５日必着日必着日必着日必着        エントリーエントリーエントリーエントリー料料料料ととととＪＭＲＣＡＪＭＲＣＡＪＭＲＣＡＪＭＲＣＡ会員費会員費会員費会員費（（（（新規新規新規新規のののの場合場合場合場合はははは、、、、入会金入会金入会金入会金をををを含含含含むむむむ））））をををを添添添添えてえてえてえて別紙必要事項記入別紙必要事項記入別紙必要事項記入別紙必要事項記入のののの上上上上ＦＦＦＦ----1111 ホビーホビーホビーホビーまでまでまでまで送付送付送付送付するするするする事事事事。。。。    

注意注意注意注意        １１１１、、、、駐車駐車駐車駐車はははは主催者主催者主催者主催者のののの指示指示指示指示にににに従従従従ってってってって車車車車をををを駐車駐車駐車駐車してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

                            ２２２２、ＡＭＢ、ＡＭＢ、ＡＭＢ、ＡＭＢマイマイマイマイポンダーポンダーポンダーポンダーをををを用用用用いていていていて計測計測計測計測をををを行行行行うううう為為為為、、、、各自御用意各自御用意各自御用意各自御用意のののの上上上上エントリーエントリーエントリーエントリー用紙用紙用紙用紙にににに記入記入記入記入してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

                        ３３３３、、、、雨雨雨雨そのそのそのその他他他他のののの理由理由理由理由でででで、、、、レースレースレースレース続行続行続行続行がががが困難困難困難困難になったになったになったになった場合場合場合場合にはにはにはには、、、、１１１１ラウンドラウンドラウンドラウンド以上以上以上以上ででででレースレースレースレース成立成立成立成立とするとするとするとする。。。。    

                            ４４４４、、、、ゴミゴミゴミゴミ袋袋袋袋をををを必必必必ずずずず持参持参持参持参のののの上予選終了後各自上予選終了後各自上予選終了後各自上予選終了後各自でででで持持持持ちちちち帰帰帰帰るるるる事事事事。。。。    

                            ５５５５、、、、電源電源電源電源はははは各自各自各自各自でででで用意用意用意用意するするするする事事事事。。。。    

    

会費会費会費会費        エントリーエントリーエントリーエントリー料料料料３３３３,,,,００００００００００００円円円円    、ＪＭＲＣＡ、ＪＭＲＣＡ、ＪＭＲＣＡ、ＪＭＲＣＡ年会費年会費年会費年会費２２２２,,,,００００００００００００円円円円、ＪＭＲＣＡ、ＪＭＲＣＡ、ＪＭＲＣＡ、ＪＭＲＣＡ入会金入会金入会金入会金１１１１,,,,００００００００００００円円円円、、、、平成平成平成平成２２２２４４４４年度会費納入済年度会費納入済年度会費納入済年度会費納入済みのみのみのみの会員会員会員会員ははははエントリーエントリーエントリーエントリー料料料料のみのみのみのみ。。。。    

        送先送先送先送先                        〒〒〒〒４８５４８５４８５４８５－－－－００２５００２５００２５００２５            愛知県小牧市春日寺愛知県小牧市春日寺愛知県小牧市春日寺愛知県小牧市春日寺３３３３－－－－２０３２０３２０３２０３                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Ｆ－Ｆ－Ｆ－Ｆ－１１１１ホビーホビーホビーホビー    松田松田松田松田    克己克己克己克己            電話番号電話番号電話番号電話番号（（（（０５６８０５６８０５６８０５６８－－－－７６７６７６７６－－－－７８３８７８３８７８３８７８３８））））    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

    

３３３３・・・・            １２１２１２１２分分分分のののの１１１１電動電動電動電動レーシングカーレーシングカーレーシングカーレーシングカー中京地区予選中京地区予選中京地区予選中京地区予選        （（（（    全日本選手権日全日本選手権日全日本選手権日全日本選手権日程程程程    9999////21212121～～～～9999////22223333    谷田部谷田部谷田部谷田部アリーナアリーナアリーナアリーナ    ））））            
    

日時日時日時日時        ８８８８月月月月５５５５日日日日    午前午前午前午前８８８８時受付開始時受付開始時受付開始時受付開始                        

場所場所場所場所        愛知県愛知県愛知県愛知県岡崎岡崎岡崎岡崎市市市市    シルバーストーンサーキットシルバーストーンサーキットシルバーストーンサーキットシルバーストーンサーキット    

競技競技競技競技        ８８８８分間分間分間分間のののの周回周回周回周回レースレースレースレースをををを２２２２ラウンドラウンドラウンドラウンド以上行以上行以上行以上行いそのいそのいそのいその内内内内ののののベストタイムベストタイムベストタイムベストタイムによりによりによりにより全日本選手権出場者全日本選手権出場者全日本選手権出場者全日本選手権出場者をををを選出選出選出選出するするするする。。。。    

規定規定規定規定        ＪＭＲＣＡＪＭＲＣＡＪＭＲＣＡＪＭＲＣＡ規定規定規定規定にににに準準準準ずるずるずるずる。。。。    

申込申込申込申込    ７７７７月月月月３１３１３１３１日必着日必着日必着日必着、、、、エントリーエントリーエントリーエントリー料料料料ととととＪＭＲＣＡＪＭＲＣＡＪＭＲＣＡＪＭＲＣＡ年会費年会費年会費年会費（（（（新規新規新規新規のののの場合場合場合場合はははは、、、、入会金入会金入会金入会金をををを含含含含むむむむ））））をををを現金書留現金書留現金書留現金書留にてにてにてにて川田模型川田模型川田模型川田模型までまでまでまで送付送付送付送付のののの事事事事。。。。    

注意注意注意注意        １１１１、、、、電源電源電源電源はははは用意用意用意用意してありますしてありますしてありますしてあります    

                        ２２２２、、、、駐車駐車駐車駐車はははは係員係員係員係員のののの指示指示指示指示にににに従従従従ってってってって車車車車をををを駐車駐車駐車駐車してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。    

                        ３３３３、、、、ゴミゴミゴミゴミ袋袋袋袋をををを必必必必ずずずず持参持参持参持参のののの上予選終了後各自上予選終了後各自上予選終了後各自上予選終了後各自でででで持持持持ちちちち帰帰帰帰るるるる事事事事。。。。    

            詳細詳細詳細詳細ははははシルバーストーンシルバーストーンシルバーストーンシルバーストーンにおにおにおにお訊訊訊訊ねくださいねくださいねくださいねください。。。。（（（（０５６４０５６４０５６４０５６４－－－－２３２３２３２３－－－－３３５３３３５３３３５３３３５３））））    

会費会費会費会費        エントリーエントリーエントリーエントリー料料料料３３３３,,,,００００００００００００円円円円    、ＪＭＲＣＡ、ＪＭＲＣＡ、ＪＭＲＣＡ、ＪＭＲＣＡ年会費年会費年会費年会費２２２２,,,,００００００００００００円円円円、ＪＭＲＣＡ、ＪＭＲＣＡ、ＪＭＲＣＡ、ＪＭＲＣＡ入会金入会金入会金入会金１１１１,,,,００００００００００００円円円円、、、、平成平成平成平成２２２２４４４４会費納入済会費納入済会費納入済会費納入済みのみのみのみの会員会員会員会員はははは、、、、    エントリーエントリーエントリーエントリー料料料料のみのみのみのみ。。。。    

送先送先送先送先                        〒〒〒〒４４１４４１４４１４４１－－－－３１４７３１４７３１４７３１４７    豊橋市大岩町本郷豊橋市大岩町本郷豊橋市大岩町本郷豊橋市大岩町本郷６２６２６２６２－－－－２２２２    

詳細問合詳細問合詳細問合詳細問合                ((((株株株株))))    川田模型川田模型川田模型川田模型            川田川田川田川田    滋滋滋滋            電話番号電話番号電話番号電話番号    （（（（０５３２０５３２０５３２０５３２））））４１４１４１４１－－－－７７７１７７７１７７７１７７７１    

    

    

    
    

４４４４・・・・            ８８８８分分分分のののの１１１１エンジンレーシングカーエンジンレーシングカーエンジンレーシングカーエンジンレーシングカー中京地区予選中京地区予選中京地区予選中京地区予選（（（（全日本選手権日程全日本選手権日程全日本選手権日程全日本選手権日程        5555////22226666～～～～5555////22227777        ケイチューンケイチューンケイチューンケイチューン））））                

    

日時日時日時日時    ３３３３月月月月１８１８１８１８日日日日        午前午前午前午前８８８８時受付開始時受付開始時受付開始時受付開始        ＊＊＊＊    予備日予備日予備日予備日    ４４４４月月月月１５１５１５１５日日日日    

場所場所場所場所    三重県北勢三重県北勢三重県北勢三重県北勢サーキットサーキットサーキットサーキット                                    

競技競技競技競技        ５５５５分間分間分間分間レースレースレースレースをををを３３３３ヒートヒートヒートヒート行行行行いいいいベストタイムベストタイムベストタイムベストタイムによりによりによりにより順位順位順位順位をををを決定決定決定決定するするするする。。。。    

規定規定規定規定        ＪＭＲＣＡＪＭＲＣＡＪＭＲＣＡＪＭＲＣＡにににに準準準準ずるずるずるずる。。。。    要要要要ラジコンラジコンラジコンラジコン保険保険保険保険、、、、又又又又はははは個人賠償保険加入者個人賠償保険加入者個人賠償保険加入者個人賠償保険加入者。。。。当日入会可当日入会可当日入会可当日入会可    

注意注意注意注意    1111、、、、ＡＭＢＡＭＢＡＭＢＡＭＢマイポンダーマイポンダーマイポンダーマイポンダーをををを用用用用いていていていて計測計測計測計測しますしますしますします。。。。    

            2222、、、、ゴミゴミゴミゴミ袋袋袋袋をををを必必必必ずずずず持参持参持参持参のののの上予選終了後各自上予選終了後各自上予選終了後各自上予選終了後各自でででで持持持持ちちちち帰帰帰帰るるるる事事事事。。。。    

申込申込申込申込        当日受付当日受付当日受付当日受付、、、、エントリーエントリーエントリーエントリー料料料料ととととＪＭＲＣＡＪＭＲＣＡＪＭＲＣＡＪＭＲＣＡ年会費年会費年会費年会費（（（（新規新規新規新規のののの場合場合場合場合はははは、、、、入会金入会金入会金入会金をををを含含含含むむむむ））））    

会会会会費費費費        エントリーエントリーエントリーエントリー料料料料４４４４,,,,００００００００００００円円円円    ＪＭＲＣＡＪＭＲＣＡＪＭＲＣＡＪＭＲＣＡ年会費年会費年会費年会費２２２２,,,,００００００００００００円円円円、ＪＭＲＣＡ、ＪＭＲＣＡ、ＪＭＲＣＡ、ＪＭＲＣＡ入会金入会金入会金入会金１１１１,,,,００００００００００００円円円円、、、、平成平成平成平成２２２２４４４４年度会費納入済年度会費納入済年度会費納入済年度会費納入済みのみのみのみの会員会員会員会員ははははエントリーエントリーエントリーエントリー料料料料のみのみのみのみ。。。。    

    

詳細問合詳細問合詳細問合詳細問合                〒〒〒〒    ５１１５１１５１１５１１－－－－０４１１０４１１０４１１０４１１        三重県員弁郡北勢町大字京三重県員弁郡北勢町大字京三重県員弁郡北勢町大字京三重県員弁郡北勢町大字京ヶヶヶヶ野新田字下周囲野新田字下周囲野新田字下周囲野新田字下周囲４２０４２０４２０４２０－－－－１１１１    

北勢北勢北勢北勢サーキットサーキットサーキットサーキット        佐橋佐橋佐橋佐橋    良成良成良成良成                            電話番号電話番号電話番号電話番号（（（（０５０５０５０５９４９４９４９４））））８２８２８２８２－－－－０１７０１７０１７０１７1111    

    

    



５５５５・・・・            １０１０１０１０分分分分のののの１１１１エンジンエンジンエンジンエンジンツーリングツーリングツーリングツーリング（（（（スポーツスポーツスポーツスポーツ））））中京地区予選中京地区予選中京地区予選中京地区予選    ((((全日本選手権日全日本選手権日全日本選手権日全日本選手権日 9999////7777～～～～9999////9999    ホクセイホクセイホクセイホクセイ））））    

６６６６・・・・            １０１０１０１０分分分分のののの１１１１エンジンツーリングエンジンツーリングエンジンツーリングエンジンツーリング（（（（オープンオープンオープンオープン））））中京地区予選中京地区予選中京地区予選中京地区予選（（（（スポーツクラススポーツクラススポーツクラススポーツクラスとととと同時開催同時開催同時開催同時開催    ））））    

        
日時日時日時日時        ５５５５月月月月２０２０２０２０日日日日        午前午前午前午前８８８８時受付開始時受付開始時受付開始時受付開始        雨天順延雨天順延雨天順延雨天順延    ６６６６月月月月１１１１７７７７日日日日            

場所場所場所場所        三重県三重県三重県三重県北勢北勢北勢北勢サーキットサーキットサーキットサーキット            

競技競技競技競技        ５５５５分間分間分間分間レースレースレースレースをををを３３３３ヒートヒートヒートヒート行行行行いいいいベストタイムベストタイムベストタイムベストタイムによりによりによりにより順位順位順位順位をををを決定決定決定決定するするするする。。。。    

注意注意注意注意    ＡＭＢＡＭＢＡＭＢＡＭＢマイポンダーマイポンダーマイポンダーマイポンダーをををを用用用用いていていていて計測計測計測計測しますしますしますします。。。。    

規定規定規定規定        ＪＭＲＣＡＪＭＲＣＡＪＭＲＣＡＪＭＲＣＡにににに準準準準ずるずるずるずる    要要要要ラジコンラジコンラジコンラジコン保険保険保険保険、、、、又又又又はははは個人賠償保険加入者個人賠償保険加入者個人賠償保険加入者個人賠償保険加入者。。。。当日入会可当日入会可当日入会可当日入会可    

申込申込申込申込        当日受付当日受付当日受付当日受付、、、、エントリーエントリーエントリーエントリー料料料料ととととＪＭＲＣＡＪＭＲＣＡＪＭＲＣＡＪＭＲＣＡ年会費年会費年会費年会費（（（（新規新規新規新規のののの場合場合場合場合はははは、、、、入会金入会金入会金入会金をををを含含含含むむむむ））））    

会費会費会費会費        エントリーエントリーエントリーエントリー料料料料４４４４,,,,００００００００００００円円円円    ＪＭＲＣＡＪＭＲＣＡＪＭＲＣＡＪＭＲＣＡ年会費年会費年会費年会費２２２２,,,,００００００００００００円円円円、ＪＭＲＣＡ、ＪＭＲＣＡ、ＪＭＲＣＡ、ＪＭＲＣＡ入会金入会金入会金入会金１１１１,,,,００００００００００００円円円円、、、、平成平成平成平成２２２２４４４４年度会費納入済年度会費納入済年度会費納入済年度会費納入済みのみのみのみの会員会員会員会員ははははエントリーエントリーエントリーエントリー料料料料のみのみのみのみ。。。。    

送先送先送先送先        〒〒〒〒    ５１１５１１５１１５１１－－－－０４１１０４１１０４１１０４１１        三重県員弁郡北勢町大字京三重県員弁郡北勢町大字京三重県員弁郡北勢町大字京三重県員弁郡北勢町大字京ヶヶヶヶ野新田字下周囲野新田字下周囲野新田字下周囲野新田字下周囲４２０４２０４２０４２０－－－－１１１１    

詳細詳細詳細詳細問合問合問合問合                北勢北勢北勢北勢サーキットサーキットサーキットサーキット        佐橋佐橋佐橋佐橋    良成良成良成良成                            電話番号電話番号電話番号電話番号（（（（０５９４０５９４０５９４０５９４））））８２８２８２８２－－－－０１７０１７０１７０１７1111    

    

    

    

７７７７・・・・    １０１０１０１０分分分分のののの１１１１電動電動電動電動ツーリングカーツーリングカーツーリングカーツーリングカー中京地区予選中京地区予選中京地区予選中京地区予選（（（（ＥＸＰＥＸＰＥＸＰＥＸＰ））））（（（（全日本選手権日全日本選手権日全日本選手権日全日本選手権日        8888////22224444～～～～8888////26262626    プラトピアプラトピアプラトピアプラトピア玉野玉野玉野玉野    ））））        

８８８８・・・・    １０１０１０１０分分分分のののの１１１１電動電動電動電動ツーリングカーツーリングカーツーリングカーツーリングカー中京地区予選中京地区予選中京地区予選中京地区予選（（（（スポーツスポーツスポーツスポーツ））））（（（（全日本選手権日全日本選手権日全日本選手権日全日本選手権日    10101010////6666～～～～10101010////7777    谷田部谷田部谷田部谷田部アリーナアリーナアリーナアリーナ））））    
            

＊ １次予選はありません、ご注意ください。 

＊ 事前エントリーの両クラス同時開催です。 

＊ 申し込み期日を過ぎたものは一切受け付けません。 

 
日時日時日時日時        ５５５５月月月月６６６６日日日日        午前午前午前午前８８８８時受付開始時受付開始時受付開始時受付開始            雨天順延雨天順延雨天順延雨天順延    ５５５５月月月月１１１１３３３３日日日日        

場所場所場所場所        愛知県豊川市愛知県豊川市愛知県豊川市愛知県豊川市        ツインリンクツインリンクツインリンクツインリンクほんぐうほんぐうほんぐうほんぐう    

規定規定規定規定    ＪＭＲＣＡＪＭＲＣＡＪＭＲＣＡＪＭＲＣＡ規定規定規定規定にににに準準準準ずるずるずるずる    

            ルールルールルールルールについてはについてはについてはについてはＪＭＲＣＡＪＭＲＣＡＪＭＲＣＡＪＭＲＣＡののののＨＰＨＰＨＰＨＰ広報広報広報広報をををを確認確認確認確認のののの事事事事。。。。    

競技競技競技競技        注意注意注意注意    ＡＭＢＡＭＢＡＭＢＡＭＢマイポンダーマイポンダーマイポンダーマイポンダーをををを用用用用いていていていて計測計測計測計測しますしますしますしますのでのでのでので各自御用意各自御用意各自御用意各自御用意くださいくださいくださいください。。。。    

            ＊＊＊＊５５５５分間周回分間周回分間周回分間周回レースレースレースレースをををを行行行行いますいますいますいます。。。。    

                

申込申込申込申込        ４４４４月月月月３３３３００００日必着日必着日必着日必着        エントリーエントリーエントリーエントリー料料料料ととととＪＭＲＣＡＪＭＲＣＡＪＭＲＣＡＪＭＲＣＡ会員費会員費会員費会員費（（（（新規新規新規新規のののの場合場合場合場合はははは、、、、入会金入会金入会金入会金をををを含含含含むむむむ））））をををを添添添添えてえてえてえて別紙必要事項記入別紙必要事項記入別紙必要事項記入別紙必要事項記入のののの上上上上、、、、ツインリンクツインリンクツインリンクツインリンクまでまでまでまで送付送付送付送付するするするする事事事事。。。。    

送先送先送先送先    〒〒〒〒４４１４４１４４１４４１－－－－１２０１１２０１１２０１１２０１    愛知県愛知県愛知県愛知県豊川市東上町柏沢豊川市東上町柏沢豊川市東上町柏沢豊川市東上町柏沢１６１６１６１６－－－－１１１１    ツインリンクツインリンクツインリンクツインリンクほんぐうほんぐうほんぐうほんぐう    

                

注意注意注意注意        １１１１、、、、駐車駐車駐車駐車はははは主催者主催者主催者主催者のののの指示指示指示指示にににに従従従従ってってってって車車車車をををを駐車駐車駐車駐車してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

                    ２２２２、ＡＭＢ、ＡＭＢ、ＡＭＢ、ＡＭＢマイポンダーマイポンダーマイポンダーマイポンダーをををを用用用用いていていていて計測計測計測計測をををを行行行行うううう為為為為、、、、各自御用意各自御用意各自御用意各自御用意のののの上上上上エントリーエントリーエントリーエントリー用紙用紙用紙用紙にににに記入記入記入記入してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

            ３３３３、、、、雨雨雨雨そのそのそのその他他他他のののの理由理由理由理由でででで、、、、レースレースレースレース続行続行続行続行がががが困難困難困難困難になったになったになったになった場合場合場合場合にはにはにはには、、、、１１１１ラウンドラウンドラウンドラウンド以上以上以上以上ででででレースレースレースレース成立成立成立成立とするとするとするとする。。。。    

                        ４４４４、、、、ゴミゴミゴミゴミ袋袋袋袋をををを必必必必ずずずず持参持参持参持参のののの上予選終了後各自上予選終了後各自上予選終了後各自上予選終了後各自でででで持持持持ちちちち帰帰帰帰るるるる事事事事。。。。    

                    ５５５５、、、、電源電源電源電源はははは各自各自各自各自でででで用意用意用意用意するするするする事事事事。。。。    

会費会費会費会費    エントリーエントリーエントリーエントリー費費費費３３３３，，，，００００００００００００円円円円ＪＭＲＣＡＪＭＲＣＡＪＭＲＣＡＪＭＲＣＡ年会費年会費年会費年会費２２２２,,,,００００００００００００円円円円，ＪＭＲＣＡ，ＪＭＲＣＡ，ＪＭＲＣＡ，ＪＭＲＣＡ入会金入会金入会金入会金１１１１,,,,００００００００００００円円円円、、、、平成平成平成平成２２２２４４４４年度年度年度年度納入済納入済納入済納入済みのみのみのみの会員会員会員会員ははははエントリーエントリーエントリーエントリー料料料料のみのみのみのみ    

詳細問合詳細問合詳細問合詳細問合    トヨカワホビートヨカワホビートヨカワホビートヨカワホビー    小柳津小柳津小柳津小柳津            電話番号電話番号電話番号電話番号（（（（０５３３０５３３０５３３０５３３））））９３９３９３９３－－－－７５２２７５２２７５２２７５２２（（（（ツインリンクツインリンクツインリンクツインリンクほんぐうほんぐうほんぐうほんぐう））））    

    

    

注記注記注記注記            ＪＭＲＣＡＪＭＲＣＡＪＭＲＣＡＪＭＲＣＡホームページホームページホームページホームページ    

                        http://www.jmrca.http://www.jmrca.http://www.jmrca.http://www.jmrca.jpjpjpjp////        をををを参照参照参照参照のののの事事事事    
    

    

    

2020202011112222 年度年度年度年度    世界選手権世界選手権世界選手権世界選手権        

1/1/1/1/10101010            ＥＰＥＰＥＰＥＰオフロードオフロードオフロードオフロードカーカーカーカー                        ４４４４月月月月６６６６日日日日～～～～４４４４月月月月８８８８日日日日            谷田部谷田部谷田部谷田部アリーナアリーナアリーナアリーナ    

1/1/1/1/12121212&1/&1/&1/&1/10101010ＥＰＥＰＥＰＥＰレーシングレーシングレーシングレーシング&&&&ツーリングツーリングツーリングツーリング        ７７７７月月月月２１２１２１２１日日日日～～～～７７７７月月月月２８２８２８２８日日日日    オランダオランダオランダオランダ    

1/1/1/1/10101010            ＧＰＧＰＧＰＧＰツーリングカーツーリングカーツーリングカーツーリングカー                        １１１１１１１１月月月月１１１１００００日日日日～～～～１１１１１１１１月月月月１７１７１７１７日日日日    タイタイタイタイ    

1/81/81/81/8            ＧＰＧＰＧＰＧＰオフロードカーオフロードカーオフロードカーオフロードカー                        １２１２１２１２月月月月１１１１日日日日～～～～１２１２１２１２月月月月８８８８日日日日    アルゼンチンアルゼンチンアルゼンチンアルゼンチン    

2020202011112222 年度年度年度年度    ホビーショーホビーショーホビーショーホビーショー    

    

静岡静岡静岡静岡ホビーショーホビーショーホビーショーホビーショー                                ５５５５月月月月１１１１７７７７日日日日～～～～５５５５月月月月２０２０２０２０日日日日    （（（（静岡静岡静岡静岡ツインメッセツインメッセツインメッセツインメッセ））））    

東京東京東京東京ホビーショーホビーショーホビーショーホビーショー                                    

    

2020202011112222 年度年度年度年度    JMRCAJMRCAJMRCAJMRCA 中京支部役員中京支部役員中京支部役員中京支部役員    

    

支部長支部長支部長支部長    福島徳雄福島徳雄福島徳雄福島徳雄    事務局事務局事務局事務局    ミワホビーミワホビーミワホビーミワホビー            

*1/8*1/8*1/8*1/8ＧＰＧＰＧＰＧＰレーシングレーシングレーシングレーシング＆＆＆＆1/101/101/101/10ＧＰＧＰＧＰＧＰツーリングツーリングツーリングツーリング    佐橋良成佐橋良成佐橋良成佐橋良成        ****ＥＰ＆ＥＰ＆ＥＰ＆ＥＰ＆ＧＰＧＰＧＰＧＰバギーバギーバギーバギー    松田克己松田克己松田克己松田克己        

    *1/12*1/12*1/12*1/12ＥＰＥＰＥＰＥＰレーシングレーシングレーシングレーシング    川田滋川田滋川田滋川田滋    ****ＥＰＥＰＥＰＥＰツーリングツーリングツーリングツーリング    小柳津将之小柳津将之小柳津将之小柳津将之        

    

    



平成平成平成平成 22224444 年年年年 JMRCAJMRCAJMRCAJMRCA 入会入会入会入会・・・・継続申込書継続申込書継続申込書継続申込書    

    

    
ＪＭＲＣＡＪＭＲＣＡＪＭＲＣＡＪＭＲＣＡ    

会員番号会員番号会員番号会員番号    
    

ふりがなふりがなふりがなふりがな    

氏名氏名氏名氏名    
    

    

    

生年月日生年月日生年月日生年月日    
    

西暦西暦西暦西暦    

                        年年年年                        月月月月                                日日日日    
    

    

                                        

才才才才    

                                        （〒（〒（〒（〒                                        －－－－                                                                ））））必必必必ずずずず記入記入記入記入のののの事事事事    

ふりがなふりがなふりがなふりがな    

    住所住所住所住所    
    

電話番号電話番号電話番号電話番号    （（（（                                                        ））））                                                    －－－－                                                                            
    

    

ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ番号番号番号番号    （（（（                                                                ））））                                                            －－－－    
    

新規入会新規入会新規入会新規入会    ３３３３,,,,００００００００００００円円円円        該当該当該当該当にににに○○○○をををを付付付付けるけるけるける    再発行再発行再発行再発行((((会員証紛失会員証紛失会員証紛失会員証紛失))))５００５００５００５００円円円円        該当該当該当該当にににに○○○○をををを付付付付けるけるけるける    

継続会員継続会員継続会員継続会員    ２２２２,,,,００００００００００００円円円円        該当該当該当該当にににに○○○○をををを付付付付けるけるけるける    今年度納入済今年度納入済今年度納入済今年度納入済みみみみ    どこでどこでどこでどこで払払払払いましたいましたいましたいました

かかかか？？？？必必必必ずずずず記入記入記入記入    

    

    
＊＊＊＊前年度会費未納前年度会費未納前年度会費未納前年度会費未納のののの方方方方はははは年会費年会費年会費年会費２２２２年分年分年分年分￥￥￥￥４４４４,,,,００００００００００００になりますになりますになりますになります。。。。若若若若しくはしくはしくはしくは新規入会新規入会新規入会新規入会のののの手続手続手続手続きをしてきをしてきをしてきをして下下下下さいさいさいさい    

＊＊＊＊年会費年会費年会費年会費をををを毎年毎年毎年毎年継続納入継続納入継続納入継続納入しないしないしないしないとととと会員番号会員番号会員番号会員番号がががが抹消抹消抹消抹消されますのでごされますのでごされますのでごされますのでご注注注注意下意下意下意下さいさいさいさい。。。。    
    

1/101/101/101/10ＥＰＥＰＥＰＥＰツーリングツーリングツーリングツーリング    スポーツクラススポーツクラススポーツクラススポーツクラス        1/101/101/101/10ＥＰＥＰＥＰＥＰツーリングツーリングツーリングツーリング        ＥＸＰＥＸＰＥＸＰＥＸＰクラスクラスクラスクラス        
会員番号会員番号会員番号会員番号    

    

    ﾒｲﾝﾊﾒｲﾝﾊﾒｲﾝﾊﾒｲﾝﾊﾞ゙゙゙ﾝﾄﾝﾄﾝﾄﾝﾄﾞ゙゙゙    会員番号会員番号会員番号会員番号        ﾒｲﾝﾊﾒｲﾝﾊﾒｲﾝﾊﾒｲﾝﾊﾞ゙゙゙ﾝﾄﾝﾄﾝﾄﾝﾄﾞ゙゙゙    

    氏氏氏氏    名名名名        
    

    

予備予備予備予備①①①①    
    

予備予備予備予備②②②②        氏氏氏氏    名名名名        
    

予備予備予備予備①①①①    
    

予備予備予備予備②②②②    

マイポンダマイポンダマイポンダマイポンダ

ーーーーＮＯ．ＮＯ．ＮＯ．ＮＯ．    
                            マイポンダマイポンダマイポンダマイポンダ

ーーーーＮＯ．ＮＯ．ＮＯ．ＮＯ．    
                            

エントリーフィーエントリーフィーエントリーフィーエントリーフィー    ３３３３，，，，００００００００００００円円円円    

    

エントリーフィーエントリーフィーエントリーフィーエントリーフィー    ３３３３，，，，００００００００００００円円円円    
    

1/101/101/101/10ＥＰＥＰＥＰＥＰオフロードオフロードオフロードオフロード    2222ＷＤＷＤＷＤＷＤ    クラスクラスクラスクラス        1/101/101/101/10ＥＰＥＰＥＰＥＰオフロードオフロードオフロードオフロード    4444ＷＤＷＤＷＤＷＤ    クラスクラスクラスクラス    
会員番号会員番号会員番号会員番号        

    
ﾒｲﾝﾊﾒｲﾝﾊﾒｲﾝﾊﾒｲﾝﾊﾞ゙゙゙ﾝﾄﾝﾄﾝﾄﾝﾄﾞ゙゙゙    会員番号会員番号会員番号会員番号        ﾒｲﾝﾊﾒｲﾝﾊﾒｲﾝﾊﾒｲﾝﾊﾞ゙゙゙ﾝﾄﾝﾄﾝﾄﾝﾄﾞ゙゙゙    

    氏氏氏氏    名名名名        
    

    

予備予備予備予備①①①①    
    

予備予備予備予備②②②②        氏氏氏氏    名名名名        
    

予備予備予備予備①①①①    
    

予備予備予備予備②②②②    

マイポンダマイポンダマイポンダマイポンダ

ーーーーＮＯＮＯＮＯＮＯ    
                            マイポンダマイポンダマイポンダマイポンダ

ーーーーＮＯＮＯＮＯＮＯ    
                            

エントリーフィーエントリーフィーエントリーフィーエントリーフィー    ３３３３，，，，００００００００００００円円円円    

    

エントリーフィーエントリーフィーエントリーフィーエントリーフィー    ３３３３，，，，００００００００００００円円円円    
    

1/101/101/101/10ＧＰＧＰＧＰＧＰツーリングツーリングツーリングツーリング    スポーツクラススポーツクラススポーツクラススポーツクラス        1/101/101/101/10ＧＰＧＰＧＰＧＰツーリングツーリングツーリングツーリング        オープンオープンオープンオープンクラスクラスクラスクラス        
会員番号会員番号会員番号会員番号        

    
ﾒｲﾝﾊﾒｲﾝﾊﾒｲﾝﾊﾒｲﾝﾊﾞ゙゙゙ﾝﾄﾝﾄﾝﾄﾝﾄﾞ゙゙゙    会員番号会員番号会員番号会員番号        ﾒｲﾝﾊﾒｲﾝﾊﾒｲﾝﾊﾒｲﾝﾊﾞ゙゙゙ﾝﾄﾝﾄﾝﾄﾝﾄﾞ゙゙゙    

    氏氏氏氏    名名名名        

    

    

予備予備予備予備①①①①    
    

予備予備予備予備②②②②        氏氏氏氏    名名名名        
    

予備予備予備予備①①①①    
    

予備予備予備予備②②②②    

マイポンダマイポンダマイポンダマイポンダ

ーーーーＮＯ．ＮＯ．ＮＯ．ＮＯ．    
                            マイポンダマイポンダマイポンダマイポンダ

ーーーーＮＯ．ＮＯ．ＮＯ．ＮＯ．    
                            

エントリーフィーエントリーフィーエントリーフィーエントリーフィー    ４４４４，，，，００００００００００００円円円円    

    

エントエントエントエントリーフィーリーフィーリーフィーリーフィー    ４４４４，，，，００００００００００００円円円円    
    

1/81/81/81/8ＧＰＧＰＧＰＧＰオフロードオフロードオフロードオフロード        1/81/81/81/8ＧＰＧＰＧＰＧＰオンロードオンロードオンロードオンロード        
会員番号会員番号会員番号会員番号        

    
ﾒｲﾝﾊﾒｲﾝﾊﾒｲﾝﾊﾒｲﾝﾊﾞ゙゙゙ﾝﾄﾝﾄﾝﾄﾝﾄﾞ゙゙゙    会員番号会員番号会員番号会員番号        ﾒｲﾝﾊﾒｲﾝﾊﾒｲﾝﾊﾒｲﾝﾊﾞ゙゙゙ﾝﾄﾝﾄﾝﾄﾝﾄﾞ゙゙゙    

    氏氏氏氏    名名名名        

    

    

予備予備予備予備①①①①    
    

予備予備予備予備②②②②        氏氏氏氏    名名名名        
    

予備予備予備予備①①①①    
    

予備予備予備予備②②②②    

マイポンダマイポンダマイポンダマイポンダ

ーーーーＮＯＮＯＮＯＮＯ    
                            マイポンダマイポンダマイポンダマイポンダ

ーーーーＮＯＮＯＮＯＮＯ    
                            

エントリーフィーエントリーフィーエントリーフィーエントリーフィー    ４４４４，，，，００００００００００００円円円円    

    

エントリーフィーエントリーフィーエントリーフィーエントリーフィー    ４４４４，，，，００００００００００００円円円円    
    

1/11/11/11/12222ＥＰＥＰＥＰＥＰレレレレーーーーシシシシングングングング            
    

会員番号会員番号会員番号会員番号    

    ﾒｲﾝﾊﾒｲﾝﾊﾒｲﾝﾊﾒｲﾝﾊﾞ゙゙゙ﾝﾄﾝﾄﾝﾄﾝﾄﾞ゙゙゙    

    氏氏氏氏    名名名名        
    

    

予備予備予備予備①①①①    
    

予備予備予備予備②②②②    

エントリーフィーエントリーフィーエントリーフィーエントリーフィー    ３３３３，，，，００００００００００００円円円円    
 


