
RAINBOW AUTO
   JIMNY

SUPERLAP 走行会

RAINBOWAUTO JIMNY SUPERLAP走行会規
則書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２０１８年０２月０１日　

開催趣旨
　　　　　本走行会は運転技術の向上を図り、情報交換等親睦を図ることを目的とする

開催日
２０１８年１１月２４日（土）

開催場所



　　　　　茂原ツインサーキットロングコース（東）
　　　　　千葉県茂原市台田６４０
　　　　　ＴＥＬ　０４７５－２５－４４３３

会場周辺に対する配慮
　　　　　開催場所及び周辺地域、及び周辺住民に配慮し、社会秩序を守り、走行会の規

定に
従うこと。各参加者は必ずゴミを持ち帰ること。

参加申込期間
　　　　　２０１８年１１月１０日まで。
参加申込方法
　　　
　　レインボーオート　ショッピングサイトにてエントリー申込を受付する。

参加資格
　　　　・　本走行会の規則を理解・承諾し、誓約書に本人の自署・捺印した者を許可す
る
　　　　・　１８歳以上で自動車運転免許の保有者であること
　　　　・　未成年は親権者の承諾を得ること（申込書に親権者の署名・捺印が必要）

参加費用
　　　　　　　１７０００円　（計測チップ貸出、お見合い金制度加入料金（ドライバー1
名）含む）　

参加受理
　　　　　　　・　ゼッケン番号の希望、パドック位置の希望は一切受け付けないものと
する
キャンセル
　　　　・　参加受理後、走行会当日より１５日前までのキャンセルは、事務経費（３０
００円）
　　　　　　を引いた額を返金する。
キャンセルを希望される場合はレインボーオートまでご連絡ください。
　　　　・　走行会当日より１5日前を過ぎてからのキャンセルは参加しない場合でも返
金



　　　　　　しないものとする
参加車両

　　　　　　　
　　　　・　安全確保のため参加者の運転技術・車両内容によっては走行会事務局におい
て
　　　　　　クラス変更を行う場合がある（異議は一切認めない）。
　　　　・　参加車両は１台につき参加者１名とする（ダブルエントリー等は不可）。
　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　走行会規定
　　　　
　　　　ゼッケンと計測チップ

・　ゼッケンは走行会当日に本走行会事務局より貸与されるものを使用すること。
・　ゼッケンは車体の左右ボディ（ドア、クオーターガラス等）へガムテープ等を
利用して貼り付けること。
・　計測チップは茂原サーキットより貸与、もしく許可されるものを使用するこ

と。
・　計測チップは茂原サーキットの規定に合致した規準で使用すること。

　　　　服装等
　　　　　・　ヘルメットはフルフェイス型かジェット型を使用すること（おわん型等は
不可）。
　　　　　　　またＨＡＮＳ、ハイブリット等の安全を目的としたデバイスの装着を強く
推奨する。

募集台
数

Ａクラス
約１０
台

過去１回以上の参加経験者もしくは１分３秒台以内
の記録保持者

Ｂクラス
約１０
台

過去１回以上の参加経験者もしくは１分８秒台以内
の記録保持者

Ｃクラス
約１０
台 　　　　　　　　　　　　　　　フリー走行クラス

Ｄクラス
約１０
台 フリー走行クラス

Ｅクラス
約１５
台 ビギナークラス

Ｆクラス
約１５
台 ビギナークラス



　　　　　・　オープンカー（準拠する車両も含む）はフルフェイス型を装着することを
強く推奨する。
　　　　　・　レーシングスーツ又は綿の長袖の上下服を正しく着用すること（化繊は不
可）。
　　　　　・　レーシングシューズ又は運転に適したスニーカー等を着用する。

・レーシンググローブまたは完全に覆うグローブを着用すること（バイク用メッシュ
グローブ、皮手・軍手と認識されるものは不可）。

　
　　　　参加者の承認事項

1. 損害の補償
　　　参加者とは運転者、観客、オフィシャル、スポンサーなどこの走行会に関
わる全ての参加者のことであり、参加車両や備品の破損、盗難、紛失はもと
より、大会施設や器物を破損させた場合の補償など、いかなる理由において
も各自が自己の責任において一切の解決しなければならない。コース及び会
場設備へ損害を与えた場合は、全額弁償しなければならない。

2. 主催者の免責
本走行会の全ての参加者は、本走行会主催関係者が一切の損害賠償の責任を
免除されていることを了承しなければならない。すなわち、その任務遂行上
におきた競技者、及び全ての参加者の死亡、負傷、車両損害に対して一切の
責任を負わない
ものとする。

３．オフィシャルの免責
　　　走行会運営において、いかなる場合もオフィシャルは一切の責任を免除さ
れていることを了承しなければならない。

　　　　　抗　議
　　　　　　　抗議については、一切受け付けない（場合によっては退場を命ずることが
ある）。
　　　　　

肖像権
　　　　　　　走行会の名称及びロゴマーク、映像、写真等の使用権利は走行会事務局に

所属す
　　　　　　　る。
　　　　　

他
中学生以下の立入は常に親権者の管理下におくこと
（走行中に他の参加者に預ける等の行為は禁止）。

・ 参加者のタイヤ、工具等の荷物は走行会事務局より指定されたパドック内に置
く
こと。

注意事項
下記に該当する場合は走行禁止または失格とし参加料は返金しない

• 各規定に従わなかった場合



• 意図的なドリフト走行やショートカットを行いコース管理者からの注意を
無視した場合

• 主催者及び競技スタッフの指示に従わなかった場合
• 開催場所で飲酒・シンナー・麻薬等の使用があると主催者が判断した場合
• 開催場所で火気を使用した場合　※喫煙は喫煙指定場所のみ
• ゴミを指定場所以外に捨てた場合
• 著しくスポーツマンシップに反すると主催者が判断した場合
• 主催者及び他人を誹謗中傷する行為を行った場合
• 走行することが危険な車両と主催者が判断した場合
• ドライバーミーティングに遅刻・参加していない場合
• 参加者が運転能力を有していないと主催者が判断した場合 

車両規定
　　　　・　本規定の解釈の取り違いを防ぐため、不明な点は走行会事務局まで問い合わ

せを
　　　　　　すること。
　　　　・　問い合わせが無い場合、走行会事務局の判断に従うこと。

　　　　　各クラス共通事項
・ 走行会当日に車検有効期間内の車両であること。
・ ４点式以上のシートベルト装着（６点式のシートベルトを強く推奨）を義務付
ける。　　　　　　また取付けは堅牢にすること。

・ バッテリーの＋側端子には、絶縁カバーを取り付けし、ビニールテープ等でテー
ピングすること。

・ ブレーキリザーバータンクのキャップを固定し、ビニールテープ等でテーピン
グすること。

・ 前照灯・尾灯・制動灯・方向指示器等は正常に点灯すること。
また各ライト類には、ビニールテープ等でテーピングすること。

・ Aバンパーと呼ばれるタイプの鉄製バンパーは取り外しすること。
・ 左右ドアは純正形状で窓ガラスが完全に閉めることが出来るものを使用するこ
と。
純正で幌タイプのドア（ハーフドア含む）を使用する車両はＥクラスＦクラス
のみエントリー可。

　　　　　・　左右ドアをＦＲＰやカーボン製ドアに交換している車両は装着側にサイド
バーの装着を強く推奨する。

・ 走行時はドライバー側の窓は必ず全閉で走行すること。



・ ウインドーフレーム、ドア、リアゲートの取外しは不可（走行中の破損も同
じ）。

・ オープンカー（準拠する車両）は６点式以上のロールバーを装着し、万が一の
転倒
時ドライバーの安全を確保出来るようにすること。

・ 車両前後に牽引フックを装着すること（純正タイダウンは不可）。
・ 消火器の取付けを推奨する。
・ タイヤはサーキットを走行するに当たり、安全に走行出来る状態の物を使用す
る。

・ タイヤサイズ・ホイールサイズは自由とするが、タイヤがフェンダーから大き
くハミ出さないようにすること。（走行中外れる事が無いようにオーバーフェ
ンダーは正しく固定する事）

・ ブローバイガスの空中排気は禁止。
・ 茂原サーキットの車両規定に合致していること。
・ 背面タイヤ、ルーフキャリアは取り外すこと。
・ 激しい泥汚れ、オイル漏れ等の無い事。

走行規定
各クラス共通事項

　　　　・　緊急時以外でのヘリポートの車両進入・停車とショートカットは厳禁とす
る。
　　　　・　車両故障・事故の場合、安全な速度でピットに戻ること。また緊急時の場合
は必ず
　　　　　　コース脇に停車し、身の保全を図ること（車両火災以外は車内にて待機）。
　　　　・　ピットに戻る際には事前に右方向指示器を点灯すること。
　　　　・　同乗走行等は一切認めない。

　　　　　Ａクラス　Ｂクラス
　　　　・　追い越し等を行う場合は十分に注意して走行すること。
　　　　・　追い越しを望む場合は必ずレコードラインから外れ、灯火にて後続車に合図
すること。
　　　　　Ｃクラス　Ｄクラス
　　　　・　追い越し等を行う場合は十分に注意して走行すること。
　　　　・車両トラブル等やむをえず追い越しを望む場合は必ずレコードラインから外

れ、灯火にて後続車に合図すること。
　　　　　Ｅクラス　Ｆクラス
　　　　・　追い越し行為は禁止。車間距離に十分注意して走行すること。
　　　　・車両トラブル等やむをえず追い越しを望む場合は必ずレコードラインから外

れ、灯火にて後続車に合図すること。
　　　　
　　　



レインボーオートJIMNY走行会　タイムテーブル 
　６：００～　 ゲートオープン 　

７：３０～ 受付開始 　

　８：００～　
ドライバーミーティン

グ 　
　９：００～　９：

１５ 慣熟走行 Ａクラス
　９：１５～　９：

３０ 慣熟走行 Ｂクラス
　９：３０～　９：

４５ 慣熟走行 Ｃクラス
　９：４５～１０：

００ 慣熟走行 Ｄクラス
１０：００～１０：

１５ 慣熟走行 Eクラス
１０：１５～１０：

３０ 慣熟走行 Fクラス
１０：３０～１０：

４５ フリー走行１ Aクラス
１０：４５～１１：

００ フリー走行 1 Bクラス
１１：００～１１：

１５ フリー走行 １ Cクラス
１１：１５～１１：

３０ フリー走行 １ Dクラス
１１：３０～１１：

４５ フリー走行 １ Eクラス
１１：４５～１２：

００ フリー走行 １ Fクラス



13：00～13：15 フリー走行２
Ａクラ
ス

13：15～13：30 フリー走行２
　Bクラ
ス

13：30～13：45 フリー走行２
　Cクラ
ス

13：45～14：00 フリー走行２ Dクラス
14：00～14：15 フリー走行２ Eクラス

14：15～14；30 フリー走行２ Fクラス
14：30～14：45 フリー走行３ Aクラス

14：45～15：00 フリー走行３ Bクラス
15：00～15：15 フリー走行３ Cクラス

15：15～15：30 フリー走行３ Dクラス
15：30～15：45 フリー走行３ Eクラス

15：45～16：00 フリー走行３ Fクラス

16：20 閉会
17：00 退場



パドック案内図　屋根付きのパドックを使用する

屋根付きパドック1番～２番は使用出来ません。
走行会参加車両は優先して屋根付きパドックを使用してください。
４６台以上の走行会参加者がいる場合はレストラン側の駐車スペースも使用してください。

チームでタープを設営する場合はレストラン側の駐車スペースをお使いください。
またパドック内の移動や他の参加者の利用の妨げにならないようにご協力お願いします。

また、当日は混雑が予想されます。
走行会参加車両以外の車両は、（積載車、サポートカー、トランポ等）は
荷下ろしが済み次第サーキット入口にある積載車専用駐車場、来場者専用駐車場に移動を
お願い致します。
パドック内は走行会参加車が優先して駐車出来るように協力をお願い致します。

走行会参加申込書 
私は本走行会の規則にしたがって本申込書と参加料１７０００円を添えて、 
本走行会への参加を申し込みます。 

太枠のみご記入ください 

希望参加クラス ゼッケン



エントラント名は２０字以内 

誓　約　書 
レインボーオートJIMNYSUPERLAP走行会運営事務局　殿 

私は、本走行会規則の規定に同意します。また、走行会に関連して起きた死亡・負傷・物
損、その他の事故で走行会運転者・車両の受けた損害について、決して主催者、係員、他
の走行会参加者などに対して非難・責任追及したり、また損害賠償を要求しないことを誓
約致します。 
なお、このことは事故が主催者の手違い等にした場合であっても変わりません。 
コース及びコース設備に対して、私自身が起因する損害等が生じた場合、全額弁償致しま
す。 
私は、自動車運転において標準能力を持っていること、ならびに参加車両についても、コー
スまたはスピードに対して適格であり且つスポーツ走行が可能であることを誓い参加を申
し込みます。 

２０　　　年　　　　月　　　　　日 

運転者署名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　才）　　　
印 

親権者署名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　才）　　　
印 
（満２０才未満の場合）

フリガナ

エントラント
名

フリガナ 生年月日 血液型

氏名 　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　 
　　年　　月　　日　　

　　　
　　　
　　　
　　

型

住所
　〒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　℡ 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

緊急連絡先 　℡


