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FUJI Mountain Rally 2014 

【実施概要】 

日   程： 2014 年 9 月 26 日（金）・27 日（土）・28 日（日）の 3 日間 ※28 日は表彰式 

 

宿   泊： 9 月 26 日（金）27 日（土） 富士ビューホテル（富士屋ホテルチェーン） 貸切 

 

費   用： 1 台 2 名 2 泊 6 食 ￥230,000- 

 

参加資格： 1969 年までに製造された車両および大会実行委員会が認めた車両 

 

申込方法： 参加ご希望の方は、参加費をお振込後、必要書類を全て記入し、 

        振込用紙のコピーを添えて、事務局までご郵送ください。 

 

走行形式： ・富士山を周回する 2 日間で約 500km のマウンテンコース 

          ・クローズドスペースでの PC 計測及び CO 計測（約 50 計測を予定） 

 

走行経路： 26 日 富士ビューホテル（河口湖）スタート→富士山周回→富士ビューホテルゴール 

          27 日 富士ビューホテル（河口湖）スタート→富士山周回→富士ビューホテルゴール 

 

スケジュール：26 日（金） 7：00〜 開場（前泊者は事前受付を実施） 

  7：00〜 車検・参加受付 

  8：30〜 開会式・ドライバーズブリーフィング 

  9：00〜 1 号車 セレモニースタート 

  17：00〜 1 号車 ゴール 

   27 日（土） 8：30〜 1 号車 スタート 

  17：30〜 1 号車 ゴールセレモニー 

  20：00〜 パーティー 

   28 日（日） 9：00〜 表彰式 

  10：00〜 解散 

 

主   催 ： 富士マウンテンラリー実行委員会 

企画運営： ガレージツインカム 



  

富士マウンテンラリー実行委員会 
〒225‐0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘 5-28-7 Tel: 045-482-3543 Fax: 045-902-6991 

www.fujimountainrally.com 

FUJI Mountain Rally 2014 

【参加申込み方法】 

 

 ◆下記１〜６の全ての書類を事務局宛にご郵送ください。 

 

１、参加申込書（全ての欄が記入されたもの） 

 

２、参加誓約書（ドライバー及びコ・ドライバーの自筆署名と捺印） 

 

３、 参加費用振り込み用紙コピー 

 

４、 参加車両の車検証のコピー（イベント期間中有効なもの） 

 

５、 参加車両の任意保険のコピー（イベント期間中の有効なもの） 

 

６、 参加車両のカラー写真サービス版１枚（ナンバープレートの確認できるもの） 

 

 ◆参加費用振り込み口座 

   （エントリーフィー￥230,000- ※前泊費用は各自現地精算です。振り込まないでください。） 

   りそな銀行 たまプラーザ支店 普通１３７０６４４  

   口座名義 富士マウンテンラリー実行委員会 

※ 振込手数料はお申し込み者がご負担ください。 

※ お振り込み名義が参加者と異なる場合は申込書にその旨をご記載ください。 

 

 ◆参加費用のご入金確認ができない場合、正式受付にはなりませんのでご注意ください。 

  また参加受理後は、いかなる理由でもご返金はできませんのでご注意ください。 

  お申し込み頂いたにも関わらず落選となりました場合に限り、お振り込み頂きました参加費は 

  指定銀行口座に全額返金いたします。 

 

 ◆サポートカーのエントリーをご希望の場合は、別途お問い合わせください。 

 

 ◆申込期限 ２０１４年４月２５日（金） ※定員に達し次第〆切となります。 
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FUJI Mountain Rally 2014 

規則書【抜粋／暫定】 

◆開催概要◆ 

【日程】  2014 年 9 月 26 日（金）・27 日（土）・28 日（日）の 3 日間 ※28 日は表彰式 

  【拠点】  河口湖富士ビューホテル（参加受付・車検・スタート・ゴール・宿泊・表彰式） 

   

◆車両規則◆ 

  ①参加車両資格 

・1969 年までに製造された車両および大会実行委員会が認めた車両。 

・陸運局認可のナンバープレートが前後にビス止めされている事。 

・車検有効ステッカーが指定の位置に貼付されている事。 

・故障の際のハザードが装備されている事。（非常停止板、発煙筒等） 

・消火器（タイプは自由）が緊急の際即時に使用できる場所に取付けられている事。 

・夜間走行に有効なヘッドライトが装着されている事。 

・大会期間中有効な自賠責保険及び任意保険に加入している事。 

・１/１００秒が計測できるストップウォッチが搭載されている事。 

・シートベルト ※未搭載で車検を受けた車両も、可能な限り取付ける事。 

・指定のゼッケン及びステッカーを指定場所に貼付する事。（参加受付時に配布） 

 

◆競技規則◆ 

①参加費 

  参加費にはイベント期間中のドライバー、コ・ドライバーの宿泊費、食事代、記念品代が含まれ 

  ます。ルームサービス、電話、ガソリン代、高速道路料金は参加者各自での精算をする事。 

 

②参加者・誓約書 

  参加車両に乗車できるのは、登録された２名のみで、運転者は普通自動車免許証取得者で 

  満 25 歳以上とし、コ・ドライバーは成人以上とする。参加者は参加誓約書への自筆での署名 

  及び捺印をして提出する事。サポート員も同様に全員の誓約書を提出する事。 

 

③ルート走行 

  参加車両及びサポートカーは、支給されるルートブックに従い、道路交通法を守り走行する事。 

  ミスコースをした場合は速やかに設定されたルートに復帰する事。また故障が発生した場合は 
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  非常用信号等で後続車に対し最も安全な方法で対処する事。 

 

④事故 

  全ての参加者及びサポート員はイベント期間中に、交通事故、疾病、盗難、破損事故、傷害事 

  故などの事故を起こした場合、警察署、消防署に通報の上適切な対処をし、経過詳細を事務 

  局に報告する事。また主催者、後援団体、事務局等イベントに関係する全てに対し賠償請求を 

  しない事。 

 

⑤リタイヤ 

  参加受理後の車両変更は原則認められません。ただし実行委員会が承認した場合のみ参加 

  車両の変更を認める場合があります。イベント期間中にリタイヤする場合は事務局にゼッケン 

  を返却する事。リタイヤ後宿泊をしない場合、付随する権利は事務局扱いとなり、参加者が第 

  三者へ譲渡する事はできない。 

 

◆競技細則◆（抜粋） 

①入場〜スタート（26 日） 

  入場）参加受理書に同封されるゼッケン確認証を提示し会場に入場する事。 

  車検）会場到着後に車両検査を受ける事。 

  受付）車検合格後、受付で支給品配布をする。開会式までにスタート準備を完了させる事。 

  スタート）１号車からゼッケン順にセレモニースタートを行う。指定の時間に備え準備をする事。 

 

②CO 計測 

  各車両に設定された指定時刻のプラス・マイナス 10 秒以内に通過した車両にポイントを与え、 

  戦前製造車両に対してハンディキャップとし、獲得したポイントの 1.5 倍のポイントを与える。 

 

③PC 計測 

  前輪がスタートラインを踏んでから、ゴールラインを踏むまでの時間を計測し、設定秒との誤差 

  により各車にポイントを与える。連続する PC の場合、ゴールラインを次の計測のスタートライン 

  とする。 

 

④KEY HOLE PC 計測(キーホール PC) 

  特別に設定された PC 計測を行う。 
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⑤申告 PC 計測 

  申告チェックスタートラインから申告チェックゴールラインまでの区間距離を計測し、主催者の 

  指示速度で走行した場合の所要時間を 1/100 秒まで計算し申告する。 

  （申告チェックは総合成績とは区別し、コ・ドライバーを対象として表彰をする。） 

 

⑥ポイント制度 （※⑨ポイント表参照） 

  ・PC 計測得点は設定秒との誤差（1/100 秒ごと）に設定され、各車に該当する得点を与える。 

  ・PC 計測で同じ誤差の車両が複数いた場合でも全車に該当する得点を与える。 

  ・最終順位は、PC/CO 計測の獲得ポイントの合計にペナルティポイントを加算し決定する。 

  ・最終獲得ポイントが同ポイントの場合、最終 PC 計測での高ポイントの車両を上位とする。 

  ・それでも決まらない場合は車両年式の古い車両を上位とする 

 

⑦スタンプポイント 

  車両の通過確認の証明のため、指定のシートにスタンプ捺印を受け、全スタンプポイントを 

  通過した車両のみを完走及び、賞典受賞対象とする。 

 

⑧シークレットチェック 

  参加者及びサポートカーを対象に、交通ルールに従った走行をしているかチェックを行う。 

  違反者にはペナルティ及び、著しい違反者に対しては失格とし参加続行の取り消しとする。 

 

⑨PC 計測ポイント表 

 



    FUJI Mountain Rally2014 参加誓約書...   ... 

 

私は、平成 26 年 9 月 26 日～28 日に開催される「ＦＵＪＩ Mountain Rally 2014」   （本文、

以下イベント）の参加者として、イベント開催期間中、下記項目を厳守することを誓います。 

 

１、 イベント開催期間中、私が加害者あるいは被害者となる事故・トラブルが発生した場合、

速やかに警察署、消防署、運営事務局に通報の上対処し、全ての責任を負い、主催者

及び関係者に一切の負担や迷惑をかけません。 

 

２、 参加車両の運転に際し、道路交通法及び関係法令を厳守し、常に安全運転を最優先

いたします。 

 

３、 イベント開催期間中、天変地異・社会情勢・不可抗力等で、主催者の責に帰さない事由

により、イベントの中止あるいは短縮の決定は、主催者及び関係者に委ね、中止ある

いは短縮になっても、参加費の返済を求めません。 

 

４、 本イベントに関する、取材・報道・写真・録画・録音の対象となる事は主催者の権限で

あり、対価の要求は行いません。また、氏名・写真・映像を公表することは主催者の権

限であることを承諾いたします。 

 

５、 イベント開催期間中、誓約書記載事項に違反行為をした場合、イベントの参加続行の

判断は主催者・関係者の決定に委ね、いかなる異議申し立てもいたしません。 

 

 

 

平成   年   月   日 

ドライバー（自筆署名・捺印） 

 

                                             印 

                                                     

 

平成   年   月   日 

コ・ドライバー（自筆署名・捺印） 

 

                                             印 

                                                     



□　参加車両

□　ドライバー
フリガナ

〒 -

- - - -

- - - -

□　コ・ドライバー
フリガナ

〒 -

- - - -

- - - -

□　前泊（25日木曜日） ※前泊に関わる費用は、当日各自ホテルで精算となります

□　返金用口座

銀行 ・ 信用金庫 支店

年式 排気量

携帯番号

年式

メーカー名 車種名

車台番号

運転免許証No.

ＲＨ：＋/－

FUJI Mountain Rally 2014　参加申込書

　Ｈ　　　　年　　　　月　　　　日

氏名

住所

登録番号

血液型

血液型

年　　　月　　　日 男・女

ＲＨ：＋/－

住所

性別生年月日

年　　　月　　　日 男 ・ 女

FAX番号

口座名義

氏名

生年月日

銀行/支店名

口座番号

運転免許証No. 携帯番号

普通　・　当座

どちらかに○をしてください。 希望する　・　希望しない ※１室２名料金￥25,000−（26日朝食付）

電話番号 FAX番号

メールアドレス

ＣＣ 車検有効期限

電話番号

メールアドレス

性別
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