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2018 年関東デイラリーシリーズ第 8 戦

RSCC ラリーin なりた 2018
ラリーガイド

JAF 公認地方／クローズド格式

第一種アベレージラリー

本ラリーガイドは RSCC ラリーin なりた 2018 の案内書として作成し

たもので規則的な要素は一切ございませんのでご注意ください

開催日 2018 年 11 月 4 日（日）

千葉県成田市周辺 約 80Km

主催 リバーサイドカークラブ（RSCC）

後援 千葉県成田市

協賛 株式会社 ALEX
カーマジック・オズ

㈲コマツカーサービス

㈲スマッシュ

Parts Shop HAS Rally
㈱秋谷製作所

富士自動車工業株式会社

株式会社 大栄産直センター

ドライブインいとう

さつき弁当

住友ゴム工業株式会社

協力 JMRC 東京ラリー部会

JMRC 千葉県ラリー部会
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会長の挨拶

リバーサイドカークラブ会長の野苅家です。

昨年はクラブ再発足 40年記念イベントとして関東デイラリーシリーズの１戦としてラリーの主催を再

開いたしました、約 20 年ぶりの主催でしたので戸惑うところもありましたがなんとか無事に終了できま

した、2018 年も引き続き関東デイラリーシリーズの第 8 戦で成田市の後援を得て開催できる事になりま

した。

成田市と言えば国際空港のある場所、新勝寺のある場所、そして 2017 年ゆるキャラグランプリを獲得

したうなりくんの市です

成田市について

成田市は、面積は約 214 平方キロメートル、人口は約 13 万人。千葉県の北部中央に位置する中核都

市です。

北はとうとうと流れる坂東太郎・利根川をへだてて茨城県と接し、西は県立自然公園に指定され

ている印旛沼、東は香取市と接しています。

市の西側には根木名川、東側には大須賀川が流れ、それらを取り囲むように広大な水田地帯や肥

沃な北総台地の畑地帯が広がっています。北部から東部にかけての丘陵地には工業団地やゴルフ場

が点在し、南には日本の空の玄関口・成田国際空港があります。

また、市の中心部である成田地区は 1000 年以上の歴史がある成田山新勝寺の門前町

として栄え、毎年多くの参拝客でにぎわいます。市内にはほかにも数多くの寺社が点在

しており、豊かな水と緑に囲まれ伝統的な姿と国際的な姿が融和した都市です。

大 会 名 RSCC ラリーin なりた 2018
2018 年関東デイラリーシリーズ第 8 戦

主 催 者 リバーサイドカークラブ（RSCC）

JAF 公認 加盟クラブ No.13075
所在地 東京都墨田区八広

事務局 千葉県松戸市小金原 8-18-9
Phone&FAX:047-347-6890

事務局 丸山高康
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E-mail:zul02441@nifty.com
審査委員会 審査 委員長 千葉 丈司（JMRC 関東ラリー部会長）

審 査 委 員 安田 真也（JMRC 東京ラリー部会）

競技役員    大 会 会 長 榧場 健治郎

組織 委員長 高峰 至

組 織 委 員 秋谷 進 下井田 義和 高梨 晃臣

競 技 長 丸山 高康

コース委員長 海老原 幸一

技術 委員長 織原 敏明

計時 委員長 森岡 元

事 務 局 長 丸山 高康

救急 委員長  立岡 英明

タイムスケジュール

10 月初旬     特別規則書（草案）発給予定

11 月 1 日（木）13：00 頃    エントラントリスト発表（RSCC ホームページ）予定

11 月 4 日（日） 6：30～8：00 受付（豊住公民館の敷地内）

6：40～8：10 車検

8：30～9：00 ドライバーズブリーフング（豊住公民館実習室＆第 2 会議室）

9：31 1 号車スタート

14：00 頃 1 号車ゴール

15：00 頃 暫定結果発表

15：30～ 表彰式（豊住公民館実習室＆第 2 会議室）予定

試走車

未定

賞典

以下のクラスの追加を検討中

ラリコン無し ラリーコンピューターを使用しないクルー対象

県別対抗戦



4

参加申込みおよび参加料

参加申込期間を含む詳細は特別規則書（草案）に明記します

参加申込書は E-Mail、または現金書留に同封のこと

参加料 20,000 円（２人）3 人目以降は 1 名につき 1,000 円を加算すること

（乗員分のお昼のお弁当付きです）

参加料は RSCC 指定口座への送金または現金書留で郵送のこと

競技会に必要な保険

参加者はラリー競技会に有効な対人賠償保険（または共済等）、および搭乗者傷害（または共済等）に加

入しなければならない、参加者個人で加入できない場合は、JMRC 関東ラリー見舞金制度を利用できる。

この制度に加入する場合は参加申し込み時にドライバー、ナビゲーターの JMRC 関東スポーツ安全保険

B 区分または C 区分の加入証のコピーを添付すること（JMRC スポーツ安全保険未加入者は参加申し込

み時に加入することができる）

JMRC 関東ラリー見舞金制度 5,000 円（1 台）

スポーツ安全保険加入 C 区分 1,850 円（１人）

B 区分 1,200 円（１人）65 歳以上

JMRC 関東見舞金制度ワンイベント加入

JMRC スポーツ安全保険に加入がなく、また JAF ライセンスを所有していない乗員がいる場合

JMRC 関東見舞金制度ワンイベント加入を利用することにより JMRC 関東ラリー見舞金制度に加入す

る事ができる  ワンイベント加入 1,500 円（１人）

宿泊について

今回、当クラブでは宿泊先を特に用意いたしません

成田市にはたくさんの宿泊施設がありますので成田市観光協会の情報サイト FEEL
成田をご参照ください

http://www.nrtk.jp/

2018 年のコンセプト（漠然と）

2018 年も成田市を走るシティーラリーで行います、せっかく成田市と良い関係ができたので大切にして

ゆきたい、昨年は多くの CP を置いてちょっとインパクト与る事ができた？、2018 年の CP 数はわかり

ませんができるだけ同点にならない様な設定にしたいです、シンプルかつメンドクさく無い設定、あり

がちな NOCP 終わりすぐ CP の繰り返しは避けたい、オンタイムで一般車が追い付いたりコマ図数が多

くなるのはシティーラリーの宿命です、これをうまく処理していただくのはエントラントの技と考えて

いますのでご協力願います、暴走行為に関しては警告し 2 度目は失格にしようと考えています

リズムを重視しつつ時間がキツキツでない様なラリーにしたいと思っています

シリーズとは別にラリコン無し、県別対抗戦も考え中
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豊住公民館 館内見取図

公民館は 8：00 より使用可能となります

※公民館周辺に利用できるトイレ設備がありませんので事前に済ませてからお越しください

第 1 会議室はスタッフ専用ですエントラントの入室は厳禁といたします

豊住公民館 全体 GoogleMap より
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ルート

新空港自動車道 成田 IC より約 11Km
首都圏央自動車道 神前 IC より約 10Km
国道 464 号が 2018 年度中に成田市まで線延長予定

豊住公民館周辺情報

豊住公民館は奥まった場所にある比較的小さな公民館です、周辺道路が狭く場所もわかりづらいかも

しれませんが、その分静かで良い環境に立地しています

豊住公民館周辺にコンビニエンスストアーは２件ありますので上記地図を参照してください

公民館周辺に利用できるトイレはありません（開館前にトイレ利用はできません）

日曜日のスタート前に営業している最寄りのガソリンスタンドは調査中


