BRIG ヒルクライムチャレンジシリーズ 2019

第2戦

恵那モータースポーツフェスティバル in 笠置山

大会プログラム
開催日

: 平成 31 年 3 月 23 日（土）-24 日（日）

主催

: K sRacingTeam/BRIG ヒルクライム実行委員会

後援

:

恵那市

協力

:

株式会社ブロンコ・バスター
恵那モータースポーツ協議会
JAF 加盟 CMSC 岐阜
JAF 加盟 フレンド・ラリー・クラブ
エムツーファクトリー
民宿よしだや
NPO 法人まめに暮らそまい会
農事組合法人なかのほう不動滝やさいの会
かさぎゆず組合
恵那笠置山栗園

企画

:

株式会社 K sFACTORY

ｲﾍﾞﾝﾄ名 ：恵那モータースポーツフェスティバル
競技主催：K’s RacingTeam/BRIG ヒルクライム実行委員会
後援
：恵那市
運営協力：恵那モータースポーツ協議会
CMSC 岐阜、フレンド・ラリー・クラブ、㈱ブロンコ・バスター
募集協力：レッドポイント（岐阜県）ガレージ松山（愛知県）
エムツーファクトリー（岐阜県）トゥルッコ（埼玉県・愛知県）
大会役員：大会名誉会長
古屋 圭司 （衆議院議員）
大会名誉副会長 小坂 喬峰 （恵那市長）
大会会長
丸山 和彦 （株式会社ブロンコ・バスター）
実行委員長
鈴木 一也 （K’s Racing Team）
開催日 ：2019 年 3 月 23 日（土）-24 日（日）
ｽｹｼﾞｭｰﾙ：23 日 8 時 00 分～：参加受付
本部テント
23 日 8 時 10 分～：公式車検
車検レーン
23 日 10 時 00 分～：開会式
本部前
23 日 11 時 00 分～：プラクティス１
23 日 13 時 30 分～：プラクティス 2
23 日 17 時 00 分～：懇親会
中野方振興事務所ホール
24 日 8 時 00 分～：参加受付 2
本部テント
24 日 8 時 10 分～：公式車検 2
車検レーン
24 日 8 時 45 分～：ブリーフィング 2 本部前
24 日 9 時 50 分～：本戦 1
24 日 13 時 00 分～：本戦 2
24 日 15 時 30 分～：競技終了
24 日 16 時 00 分～：表彰式
本部前ステージ
参加台数：100 台
事務局 ：株式会社 K's FACTORY
TEL 0265-76-8162 FAX 0265-96-7339 email info@ks-rally.com
大会情報：www.hillclimbchallenge.com
リザルト：

2019.3.23（土）-24（日）

恵那モータースポーツフェスティバル in笠置山 コース全体図
林道入口

スタート地点迂回路（林道川向線）
観客進退入路のため
一般車両も対面通行します
川向林道分岐
県道入口

競技車両走行路
※競技時間帯は一方通行
23日7:00～24日17:00

参加者パドック
笠置山モーターパーク

観戦者駐車場
観戦場所

市道分岐

ヒルクライム競技区間
農道（チェーンで進入規制）

林道笠置山線

競技車移動ルート及び観戦者移動ルート
誘導員配置場所

恵那モータースポーツフェスティバル in 笠置山

競技概要

１．競技の形態

2 本の計測タイムの合計で順位を決定します。

２．コース

約 3km の舗装道路で、全般に上りです。概ね 2 車線の道です。
（十分すれ違いのでき
る幅です）路面は良好ですが、プラクティスでよく確認してください。

３．受付

8:00 から大会本部テントで参加受付を行います。

４．車検

準備ができましたら車検レーンへお並びください。車検員が、装備品や車両のチェック
を行います。（後日車検時間発表）

６．ﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ

10:00 より開会式及び競技説明を行います。

７．移動

ブリーフィング終了後、誘導員の指示に従いゼッケン順にスタート地点へ移動を始めて
ください。ルートは案内図を確認して下さい。10～20 台間隔でスタッフが声をかけま
す。概ね 10:45 分頃より移動を開始します。

８．ﾌﾟﾗｸﾃｨｽ１

11:00 より開始予定です。シグナルを使用し 1 分間隔でスタートして下さい。参加は
任意ですが、走らない場合はスタートのスタッフにその旨お伝え下さい。
フィニッシュゲートを通過後は、40 ㎞/h 以下にスローダウンしてパドックへ向かって
ください。

９．パドック

フィニッシュ後、頂上まで上り、誘導員の指示に従いパドック西側出入口より入り駐車
してください。

10．昼食

昼食は弁当とペットのお茶をご用意しています。
本部にてお配りしますので各自取りにいらしてください。

11．ﾌﾟﾗｸﾃｨｽ２

1 と同様です。13:15 頃より移動を開始、13:30 から開始予定です。

12．トイレ

パドック東側/西側及びスタート地点に仮設トイレがございます

13．観戦スペース パドックより、歩道を通りフィニッシュ地点での観戦可能です。
14．懇親会

『中野方振興事務所』にて懇親会を開催します。軽食・飲料（ノンアルコール）をご用
意しています。駐車場は振興事務所または向かいの農協などご利用ください。

15．二次会等

宿に入りましたら、ぜひとも恵那の街にお金を落とすことにご協力ください!
ただし、モータースポーツイベントなので飲み過ぎにはご注意を!

16．受付

日曜のみ参加の方は 8:00 より受付開始です。

17. 車検

日曜のみ参加の方は 8:10～8:40 までの間に車検となります。
速やかに車検レーンで車検を受けてください。

18. ﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ

日曜のみの参加の方は 8:45 より本部前にてブリーフィングを行います。

19．ｺｰｽｸﾛｰｽﾞ

全参加者はパドックへの移動は 9:30 までに完了してください。時間を過ぎるとコー
スはクローズします。パドック内の移動は、日曜のみ参加の方の車検等ありますので注
意してください。

20. 移動

9:30 よりスタート地点への移動を開始します。誘導員の指示に従い、ゼッケン順にパ
ドック西側で入口よりスタート地点へ向かってください。
移動ルートは観戦者も使用します。スタート地点へ移動する際は対向しますので注意
して走行してください。

21．競技

準備ができ次第、1 分間隔でゼッケン順に計測を開始します。スタートは全車、シグナ
ルを使用します。機材トラブル時はスタートオフィシャルがカウントダウンを行います。
フィニッシュ後の要領はプラクティスと同様です。

22．トラブル時

競技中にマシントラブルなどで走行ができなくなった場合は、まず自分の安全を確保し
てください。後続車が約 1 分後にやってきます。緊急の場合を除き、車内で待機をお願
いします。完全に道を塞いでいる場合は、外へ出て後続車に対して通過できない事を安
全な場所からジェスチャー(両腕で✕マーク)で知らせて下さい。
また、競技後はオフィシャルスタッフがエレガンスチェックを行います。ガードレール
などを破損した場合は速やかに申告をして下さい。

23. 赤旗

コース上のマーシャルから赤旗指示が出た場合は速やかにオフィシャルポイントで停
止してください。再計測措置を行います。赤旗を無視して通過した車両に関してはいか
なるタイムでも再計測は行いません。

24. 昼食

昼食は弁当とペットのお茶をご用意しています。
本部近くでお配りしますので各自取りにいらしてください。

25．2 本目

２本目が終了しましたら、1 本目と同じくパドックへ戻って下さい。片付け等は自由で
す。コースクローズが解除されるまでは、迂回ルートのみ通行可能です。

26．表彰式

全車戻りましたら 16:00 頃より表彰式を開始します。

27．タイム

タイムはインターネットで速報を発表します。
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