第８回 ＳＯＣＪスラロームイン宝台樹
２０１９年１０月６日開催 申し込み概要
拝啓、今年は梅雨明けが遅く暑さが続いておりますが、愛車のご機嫌はいかがでしょうか。
さて、今年も宝台樹スキー場でスラローム大会を開催する事になりました。
これから迎える秋の行楽シーズンを前に、本格的なジムカーナ競技ではなく、練習時間が
たっぷりと有り、他の皆さんとの情報交換や、勉強になる話も出来る緩めのイベントで１日楽しく
遊ぶのはいかがでしょうか。
講師として全日本ジムカーナチャンピオンの小林辰朗氏と長島美香さんを向かえ
万全の体制で走りをサポート致します。SUPER SEVEN に興味のある方、ご友人やご家族と、みなかみ町
宝台樹の大自然の中で楽しい1日を是非ご一緒に過ごしませんか？
皆様のご参加を、心よりお待ち致しております。

セブンオーナーズクラブオブジャパン 会長

武田 正一

○開催日

２０１９年１０月６日（日）

○開催場所

宝台樹スキー場 駐車場 特設会場 群馬県利根郡みなかみ町藤原３８３９－１

○申込期間

２０１９年９月８日（日）～２０１９年９月２７日（金）

○参加料

ＳＯＣＪ会員￥9,000円 昼食付 ビジター￥12,000円 昼食付（昼食追加は1,000円／1人）
（見学は無料です。お昼を注文される方は、事務局にお問い合わせください。）
※早割り制度 ９月２０日までに申し込みを終了された方は1,000円引きで走行できます。
ＳＯＣＪ会員￥8,000円 昼食付 ビジター￥11,000円 昼食付
尚、申込期間（９月２７日）を過ぎて申し込みされた方は1,000円増しになります。
昼食は７日前まで対応できます。
○参加台数

募集台数５０台
尚、定員に達しお断りする場合は、振り込み金額から
事務手数料（1,000円）を差し引き返金いたします。

○参加資格

普通免許以上をお持ちの方で走行マナー・ルールの守れる方
※初心者大歓迎です、お気軽に御参加ください。

○参加車両

SUPER SEVEN を優先しますが、SUPER SEVEN 以外の車両も大歓迎です。

○装備・準備 ヘルメット・グローブ・長袖・長ズボン・運動靴など、肌が露出しない服装
走行時は、シートベルトを確実に着用してください。
○コース

チャレンジコース、エキスパートコースを設定します。
安全に走行できるようにエスケープゾーンを広く取り低速でも横Ｇの限界走行を楽しんで
頂けるよう設定しました。 ※裏面当日コース図参照

○走行

当日の参加台数、天候にもよりますが５本～６本以上の走行が可能です。
※同乗走行も可能です。同乗走行者の服装・装備は、運転者と同等とします。

・午前の走行 申告コースを、ゼッケン順に走行していただきます。
・午後の走行 申告コースを、ゼッケン順に走行していただきます。午後のタイム順に表彰します。

○ライセンス 必要有りません。本大会は、ＪＡＦ公認クローズド競技として開催いたします。当日出走、
完走でＪＡＦモータースポーツライセンスＢ級申請資格が取得できます。この機会にいかがですか？
○タイムスケジュール（暫定）
8:30 ～
受付
8:40 ～ 9:15
コースオープン：慣熟歩行（アドバイザー同伴でコースやライン取りの確認）
9:15 ～
開会式 ブリーフィング
9:30 ～ 12:00
練習走行：参考タイム計測（全本数計測予定です）
12:00 ～ 13:00
ランチタイム 慣熟歩行 アドバイザーによるコース攻略、質問コーナー！
13:00 ～ 15:30
午後の走行：表彰対象タイム計測
15:40 ～
表彰式：各クラス上位及び飛び賞を表彰 その他特別賞
ジャンケン大会 その他
○問合先：イベント幹事
詳細問合せ先
○申込先：外部受付事務局

立屋 征美 (ＳＯＣＪ) 090-3243-9592 caterham.super.7@docomo.ne.jp
小松原 孝司(ＳＯＣＪ) 090-7183-5546 dartford5911@gmail.com
ザ・クロス 雲越（クモコシ）0480-85-9250 090-3214-5152 kumo@t-cross.com
オートプロデュース ザ・クロス 担当 雲越
〒346-0114 埼玉県久喜市菖蒲町上栢間４１９４－８
ＦＡＸ ０４８０－８５－９２５１

※なるべく同封の返信用封筒にて申し込みをお願いします。ＦＡＸでの申し込みも可能ですが、当日、申込書
原本をお持ちください。いずれも、入金を確認出来た時点で正式申し込みとなります。受理書は、イベント
の１週間前後に発送します。
○振込先：巣鴨信用金庫 池袋本町支店 普通 ３０７３０８５
セブンオーナーズクラブオブジャパン （イベントヨウ

マツモトアツシ）

※窓口で振込みされる方は（）内も記入してください

○１０月６日

イベント当日のコース図です。

☆チャレンジコース☆

Goal
Start

☆エキスパートコース☆

Goal
Start

アドバイザーのご紹介
小林辰朗・・・２０１４～２０１５年ジムカーナ全日本チャンピオン。
丁寧な対応は高評価。参加者のスキルアップを、お手伝いいたします。
長島美香・・・昨年もお手伝いいただいたレディースドライバー。ＭＲ２を振り回すドライビングは豪快！
レディースドライバーならではの細やかなアドバイスとコース取りは必見。
アドバイザー同乗走行：午前の練習中、走行枠の中で同乗走行出来ます。エントラントの本数に含みます。
車両はご自身のお車で行います。早い者勝ちです。 運転も助手席アドバイスもＯＫです。
練習会のご案内

８月３１日、９月１日 宝台樹スキー場駐車場にて普段イベントの御手伝いを頂いている
ザ・クロスさんが、ジムカーナ練習会を行ないます。本番前の練習に如何ですか？
詳細は、上記連絡先、小松原か雲越まで御問い合わせください。
又は、http://www.t-cross.com/ のリンク「ジムカーナ練習会」を御覧ください。

【重要】お客様の個人情報の取り扱い・その他について

ＳＯＣＪ及びその関連団体は、お客様からご提供いただいた個人情報を次のとおり取り扱います。
① お客様からご提供いただいた個人情報を、次の目的のためにのみ利用します。
・お客様が大会へ参加するために必要な情報のため。・申し込み内容に関して確認、連絡が必要な場合の問い合わせのため。
・参加者へ当日レポートを配布するため。・ＳＯＣＪホームページ等へ記事を掲載するため。・その他別途お客様に同意していただいた目的に利用するため。
② お客様からご提供いただいた個人情報は、次の場合を除き、第3者に提供いたしません。
・主催者及び走行会開催に必要な情報を提供するため。 ・お客様の同意を得た場合。・法令により提供を求められた場合。
③ お客様の個人情報の照会･訂正･削除等に関するご連絡は、SOCJ事務局にお願い致します。
④ 当日の天候悪化によりイベントが開催できない場合があります。その場合の代替イベント、その他はSOCJ事務局に一任することに同意していただきます。
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1,000円です。

※必ず署名・捺印及びサインをお願いします、抜けていますと正式に受付となりません。

私は、本走行会参加に当たり関連して起こった死亡・負傷・物損、その他の事故で、私自身の被った被害について、主催者及び運営関係役員、
係員、雇用者等に対して非難し又責任を追及したり、損害賠償等を請求したりしないことを誓約いたします。尚、このことは事故が主催者及び
運営関係役員、係員、雇用者等の手違いなどに起因した場合であっても変わりありません。又、私は、本走行会について標準能力を持っている
こと、並びに参加車輌についてもコース、及びスピードに対しても適格であり、且つ走行が可能である事も誓約いたします。また、コース及び
施設に損害を与えてしまった場合にはその復旧に要した費用を支払うことを誓約いたします。また、本イベントを対価を得て公開する事、イベ
ントへの参加者・参加車両の肖像権、音声、写真映像肖像権などの報道、放送、放映、記載、出版、電子メディア等に関する権限を主催者が持
つことを承諾します。
参加者署名
印

親権者署名
印

年

月

日

上記の参加者が20歳未満の場合は親権者の副署名が必要です。

【重要】お客様の個人情報の取り扱いについて
ＳＯＣＪ及びその関連団体は、お客様からご提供いただいた個人情報（住所･氏名・電話番号等、個人を識別することができる情報をいいます。）
を次のとおり取り扱います。
① お客様からご提供いただいた個人情報を、次の目的のためにのみ利用します。
・お客様が大会へ参加するために必要な情報のため。 ・申し込み内容に関して確認、連絡が必要な場合の問い合わせのため。
・参加者へ当日レポートを配布するため。
・ＳＯＣＪホームページ等へ記事を掲載するため。
・その他別途お客様に同意していただいた目的に利用するため。
② お客様からご提供いただいた個人情報は、次の場合を除き、第3者に提供いたしません。
・主催者及び走行会開催に必要な情報を提供するため。 ・お客様の同意を得た場合。
・法令により提供を求められた場合。
③ お客様の個人情報の照会･訂正･削除等に関するご連絡は、SOCJ事務局にお願い致します。
☆主催・受付・お問い合わせ先☆
主催

：

セブン オーナーズ クラブ オブ ジャパン（ＳＯＣＪ）

問合先

：

イベント幹事
当日運営／詳細

申込先

振込先

：

：

立屋 征美（ＳＯＣＪ） ０９０－３２４３－９５９２
小松原 孝司（ＳＯＣＪ） ０９０－７１８３－５５４６
オートプロデュース ザ・クロス 担当 雲越（クモコシ）
TEL 0480-85-9250 携帯 090-3214-5152 mail kumo@t-cross.com

オートプロデュース ザ・クロス 担当 雲越（クモコシ）
〒346-0114 埼玉県久喜市上栢間４１９４－８
FAX 0480-85-9251 mail kumo@t-cross.com
巣鴨信用金庫 池袋本町支店 普通 ３０７３０８５
セブンオーナーズクラブオブジャパン（イベントヨウ

マツモトアツシ）

※窓口で振込みされる方は（）内も記入してください
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