
 

BRIG ヒルクライムチャレンジシリーズ 2022 第 5 戦 

 

恵那モータースポーツフェス

ティバル in 笠置山 

 大会規定（案）  
ガイドブック 2020 と相違のある場合は、こちらの大会規定を優先します。 

 

開催日  ： 令和 4 年 7 月 9 日（土）-10 日（日） 

 主催   ： K’sRacingTeam/BRIG ヒルクライム実行委員会 

    後援   ： 株式会社ブロンコ・バスター 

    協力   ： 恵那モータースポーツ協議会 

           ENA モータースポーツクラブ 

           フレンド・ラリー・クラブ 

           エムツーファクトリー 

    企画   ：  株式会社 K’sFACTORY 

※厳守※ 参加者の皆様へ 

当方では許可申請・挨拶回り・コース整備等で頻繁に現地を巡回しています。 

6 月 1 日以降、現地にて試走・練習走行と見なされる行為を発見した場合、参加を受理いたしませんのでご了承下さい。 



第１条  大会の名称 

      恵那モータースポーツフェスティバル in 笠置山 

           

第２条  参加車両 

（１） 自動車登録番号標が交付されていて、有効な車検を有する車両。 

（１）の補足 禁止事項 定員変更なしに座席を取り外すこと、著しくはみ出たタ

イヤを装着、規定を超えたエアロの装着など ※公認車検・構造変更などは各協力

ショップにご相談ください。 

  （２） マフラーについては、車検の通るものとする。 

  （３） タイヤについては、公道用量産タイヤで 1.6mm 以上の溝を有し、スリップサイ

ンの出ていないものとする。走行終了後、残り溝の確認を行う場合がある。 

  （４） ４点以上のロールバーの装着を推奨する。 

  （５） シートベルトは、4 点式以上を装着すること。 

  （６） 参加車両の重複出走については不可。 

  （７） 保安基準に適合し、出走した状態で自動車検査登録制度における継続検査に合格す

る仕様であること。 

 

 第３条  大会開催日 

       開催期間    令和 4 年 7 月 9 日（土）-10 日（日） 

 第４条  主催者 

       K’sRacingTeam/BRIG ヒルクライム実行委員会 

 

 第５条  大会役員 

大会名誉会長  三枝 重光 （恵那モータースポーツ協議会） 

大会名誉副会長 三枝 光博 (笠置山モーターパーク) 

大会会長    丸山  和彦 （株式会社ブロンコ・バスター 代表） 

実行委員長    鈴木 一也 （K’sRacingTeam 代表） 

実行委員    松原 慎  (恵那モータースポーツ協議会) 

実行委員    清水 和彦 （フレンド・ラリー・クラブ） 

事務局     鈴木 一也 （株式会社 K’s FACTORY） 

  

第６条  コース 

       岐阜県恵那市内の舗装道路 

 

 第７条  集合場所及びタイムスケジュール（暫定 変更になる場合があります） 

  （１） 集合場所 岐阜県恵那市 笠置山モーターパーク 

  （２） 受付               9 日  ８：３０ ～ ９：４５ 

  （３） 車検               9 日  ８：４０ ～１０：００ 



  （４） 開会式・ブリーフィング      9 日 １０：００ ～ 

  （５） プラクティス１本目        9 日 １１：００ ～１２：３０ 

  （６） 昼食     9 日 １２：３０ ～ 

  （７） プラクティス２本目                9 日 １３：３０ ～１５：００ 

  （８） 朝食               10 日  ６：３０ ～ 

  （９） パドックへ移動          10 日       ～  ９：３０ 

  （１０）計測１本目            10 日 １０：００  ～１２：００ 

  （１１）計測２本目            10 日 １３：００  ～１５：００ 

  （１２）表彰式              10 日 １５：３０  ～ 

   

 第８条  参加料  

  （１） 通常参加                   １台/１名 ３００００円  

（練習走行 2 本/競技計測 2 本/土曜昼食/日曜昼食）  

練習走行無しの方は申込書をご参照下さい。  

※安全の観点からできるだけプラクティスはご参加ください 

宿泊は各自でお手配ください。（宿泊案内後日発表） 

  （２） 同乗者  土曜昼食／日曜昼食           １名  ５０００円 

  （３） 同行者  同上・車両への搭乗無し         １名  ２０００円  

  （４） 割引  BRIG パッド装着車は 3０００円割引！！(運転者) 

  （５） 割引  BRIG Hill Climb Spec 装着車はさらに 2０００円引き 

  （６） 割引  HANS 装着 1000 円引き（運転者） 

（７） 割引  ロールケージ装着車 1000 円引き  

（８） 割引  5 点以上のフルハーネス装着車 1000 円引き 

       ２０１８年より、『販売証明書のコピーを提出した場合』のみとします。         

       販売証明書の有効期限は、購入日翌年の１２月３１日までとします。          

 

 第９条  参加申し込み方法 

下記のいずれかの方法で申込みを受け付ける。 

   ①申込用紙に必要事項を記入し、必要書類と共に大会事務局まで郵送または FAX をす

る。FAX で申込みの方は、大会当日に署名捺印済みの原本を持参すること。 

 ②オンラインフォームから申込みを行い、大会当日に署名捺印済みの誓約書を持参する。 

  宿泊希望者の方へ、案内は後日発表します。 

    参加料については、全額銀行振込とする。   

 

 第１０条 参加申し込み受付期間及び参加申し込み先 

  （１） 参加申し込み受付期間 

      令和４年 5 月 23 日（月） ～ 7 月 1（金） 参加上限台数 100 台 

      ※申し込み台数によっては不受理となる場合もあります。早めに申し込むようお願



いします。不受理の場合のみご連絡いたします。 

（２） 参加申し込み先 

     〒399-4511 長野県上伊那郡南箕輪村神子柴 7581 

      株式会社 K's FACTORY 

      TEL 0265-76-8162 FAX 0265-96-7339 

  （３） 参加料振込先 

     アルプス中央信用金庫 竜東支店 

     普通口座  7145196 口座名義  カ）ケーズフアクトリー 

 

 第１１条 参加者資格 

      参加車両を運転するのに有効な自動車運転免許証を取得後、参加申し込み締切日に

おいて、１年以上経験していること。 

 

 第１２条 携行品及び所持品 

  （１） 非常用停止表示板（１枚）・牽引ロープ・発煙筒（１本）・救急薬品 等 

  （２） ヘルメット・グローブ・レーシングスーツもしくは長袖のつなぎ服 

 

 第１３条 賞 

（１） 賞典及びクラス分けはシリーズガイドブックを参照のこと。 

    ※エクスペリエンスクラスについては今大会では設定しません。 

    ※欧州車、旧車など参加台数によってその他クラスも設立する場合があります。 

  （２） 加給装置装着車両については、係数１．７倍とする。 

  （３） ロータリー係数は１．５倍とする 

  （４） 各クラスとも３台以上出走で成立とする。 

  （５） 賞典は各クラス出走台数の 1/3 を目安とする。 

 

第１４条 賞典の順位について 

      BRIG ヒルクライムチャレンジシリーズガイドブック 2022 に準ずる。   

 

第１５条 タイヤ 

     公道を走行できるものとし、外周全周にわたってスリップサインのないものとす

る。使用本数に制限はない。 

  

第１６条 プラクティス 

      プラクティスの参加は自由とするが、安全上の観点から少なくとも１本の参加を推

奨する。ただし不参加による不利益は保証しない。また、プラクティス不参加の場

合も参加料は同額とする。プラクティスを欠席しても本戦への参加は認められる。     



   

第１７条 参加者の遵守事項及び注意事項 

  （１） 競技中は如何なることがあろうとも、現行道路交通法の遵守を優先とし、他の交通

に迷惑を及ぼさないこと。 

  （２） 競技中は主催者の指示に従い、スポーツマンとして公正な行動をとること。 

  （３） 本競技会のための練習走行を禁止し、明らかにその行為と認められた場合は、失格

を含むペナルティを課すとともに、損害賠償等の責を負うものとする。 

 

第１８条 損害の賠償 

      参加者は、主催者及び道路監督管理者が、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。 

      参加者は、道路及び付帯施設を損壊した場合は速やかに主催者に申告し、責任を

もって現状復帰を行うこと。 

 

 第１９条 保険 

      競技会に有効な対物賠償付の保険に加入していることを強く推奨する。 

JAF 加盟フレンドラリークラブではスポーツ安全保険を取り扱っています。 

準クラブ員として加入すると、スポーツ安全保険に加入することができます。 

スポーツ安全保険は K’sRacingTeam 主催のイベントに１年間有効です。 

内容は下記の通りです。（別途、クラブ加入申込書を参照） 

      保険料    5０００円（４月より一年間で準クラブ員登録費を含む） 

     ※カードレール等の道路施設を破損した場合は、現状復旧費用を請求させていただ

きます。道路をお借りするに当たって厳しく検査されていますので、必要な方はラ

リー用対物保険をお勧めします。 

 

恵那モータースポーツフェスティバル実行委員会 

PR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRIG ヒルクライムチャレンジシリーズ運営母体の K’sFACTORY が

Yahoo!ショッピングで開店！リーズナブルなお値段で BRIG ブレーキ

パッドを始めとした製品を販売いたします。 



 

恵那モータースポーツフェスティバル コースマップ 

シケイン 

ゲート 

ジムカーナ 

高速コースの笠置山 

ハイパワー有利だが 

点在するテクニカルセクションの 

攻略が鍵だ！ 


