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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 ２

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

㈱AKT ジャパン

富士自動車工業株式会社

株式会社 大栄産直センター

さつき弁当

龍泉の湯 日帰り温泉

Mamenowa 手作りケーキ

Mold-HIRO レストラン

Factry HIRO
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 丸山 高康

組 織 委 員 高峰 至、秋谷 進 下井田 義和 海老原 幸一

高梨 晃臣

競 技 長 丸山 高康

コース委員長 丸山 高康

技術 委員長 織原 敏明

計時 委員長 森岡 元

事 務 局 長 丸山 京子

タイムスケジュール

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） 6：45～8：00 受付（豊住公民館館内）

6：50～8：10 車検

8：30～9：00 ドライバーズブリーフング（エントラントルーム）

9：31 1 号車スタート

14：00 頃 1 号車フィニッシュ

15：00 頃 暫定結果発表

15：30～ 表彰式（エントラントルーム）

試走車

アルト・ワークス（HA36S）AGS 車 4WD LSD 無し

アドバンネオバ AD008R 165/55R15 RC-NONO
賞典

特別規則書をご参照ください

参加申込みおよび参加料

特別規則書をご参照ください

競技会に必要な保険

特別規則書をご参照ください
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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

2018 年も成田市の後援をいただき成田市内を走るシティーラリーとして開催します。

今回のラリーベースになる豊住公民館は成田市の端っこに位置するためコース設定が非常に困りました、

ぜひ使いたい道が何ケ所かあったのですがちょっと難しく断念せざるを得えませんでした。

でも信号のない交通量の少ない道をなるべく長く使える様なコース設定です、そうなると不本意ながら

コマ図は少々多くなってしまいます。

昨年並みのアベレージだとスケジュールに余裕ができないので今年は距離を短くしました。トイレに行

けるぐらいの余裕はあると思いますが、ちゃんとしてトイレを利用ください。

基本設定はできるだけ簡単ですので難しいパスコンは設けていませんが個人的に嫌いな申告 CP を設け

てみました。

今回は大きなイベントと重なっており参加台数が見込めませんが手抜きしないで頑張って作りました、

沢山のエントリーお待ちしております。
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豊住公民館 館内見取図

公民館の駐車場へは 6：45 まで入らない様にお願いします（近くにコンビニ等で時間調整お願いします）

公民館（施設）は早朝より利用できます（トイレ、エントラントルーム）

第一会議室はスタッフ専用ですのでエントラントの入室は厳禁いたします

舗装の駐車場は競技車用です、その他の車両はグラウンド（中央部分の草の無い部分は乗り入れ禁止）

に駐車できます

エ ン ト

ラ ン ト

ルーム
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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 号の成田市内延長は間に合いませんでした

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

日曜日のスタート前に給油できる公民館の最寄りのガソリンスタンドはありません

市内の大きなガソリンスタンドをお勧めします

286-0029 千葉県成田市ウイング土屋１０２ 24H セルフ

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ成田ウイングＳＳ 中央石油販売株式会社

ラリーが終わったら、協賛いただいている龍泉の湯をご利用ください


