
NCMLチャレンジ・ザ・バトルアタックジムカーナwith ジムキタ　Rd.1



●大会スケジュール●
【タイムスケジュール】（予告なく変更になる場合があります）
11:30 ～ 13:00　参加確認　12:00 ～コースオープン
（慣熟歩行はソーシャルディスタンスを保つため数名ずつ歩行、マスク着用でお願いします！）
13:10 ～　　  開会式 / ドライバーミーティング
13:00 ～　　  本番 1本目走行開始
　　　　　　  1 本目終了後約 5分後、2本目走行開始
※2本目の最終走者が走行終了後、約 20 分後に閉会式を行います。

【出走前準備 /会場内注意事項】
●ゼッケンは運転席側ドアないしは外窓に貼るようにお願いします、イベント終了後回収します。
●外での作業、観戦はマスク着用をお願いします、無い場合は新千歳モーターランドの受付にて
100 円で販売しています。
●ヘルメット、グローブの準備を忘れずに！
（ヘルメットレンタル希望の方は消毒したものを受付終了後にお渡しします）
●車内に転がりそうなものは置かないように！
※ドリンクホルダーの飲み物などは特に転がりやすいので注意してください。
●エントリーリストで前後の車両を覚えておくと、「そろそろ自分の番かな？？」と分かりやすいです。
●走行時は長袖、長ズボンにて走行し、運転席の窓は必ず閉める事

パイロンタッチ（脱輪）の場合に振られます。
走行タイムに5秒加算が一般的ですが、当イベントは3秒加算です！

走行に支障がある場合や、コース内に危険がある場合に振られます。
すみやかに車両を停めてコースのオフィシャルの指示に従いましょう。
ミスコースの場合に振られます。
当イベントはミスコース未遂は思い出せたらOKにしますが、頭の中が真っ白になった場合は
諦めてゆっくり戻ってきてください(^^;

ミスコースせずにコースを走り切った全ての完走車両に対して振られます。

スタートの際に振られます。
振られたら各自のタイミングでスタートしてください。

走行中にコース内のオフィシャルが振る旗の意味を知っておきましょう。



NCMLチャレンジ・ザ・バトルアタックwithジムキタ　Rd.1
エントリーリスト

クラス ゼッケン 氏名 フリガナ 車名 備考

スーパーライト級
1 荒    典子 アラ ノリコ 最近うじゃうじゃ愛着わいてきたミラのカス漬

2 志賀 淑一 シガヨシカズ あの４万円で買ったムーヴラテ

ライト級

3 大貝進一 オオガイシンイチ 常勝ローバーミニ

4 岡　正樹 オカ　マサキ R1s
5 杉山仁一 スギヤママサカズ DXLタクミすろをらいふスイフト

6 小野昴 オノスバル 通勤快速★走り屋気取りなミラターボ

7 天間 優貴 テンマ ユウキ パートタイム4駆アルトワークス

8 鈴木康太 スズキコウタ バトアタ初参加！！まっしろなデミオ

9 高橋慶治 タカハシケイジ 買っちゃったよスイフト

10 高橋龍生 タカハシリュウキ メーントレーディングトヨタ

11 金内 洋子 カナウチ ヨウコ シンシア★アルトワークス

12 古崎 翔太 フルサキ ショウタ ぐりとぐらんつぁ

13 明井侑希也 ミヨイユキヤ まっしろなマツダ2
14 竹田 光貴 タケダ コウキ もうKeiなんてしないスイフト

15 三木　拓己 ミキ　タクミ 紅白コペン

16 川西　皓樹 カワニシ　ヒロキ テイラースイフト

17 笹田真弓 ササダマユミ 借り物スイフト

18 森本里美 モリモトサトミ 兄弟車できて嬉しいロードスター

19 牛島 悠人 ウシジマ ユウト ポンコツが乗るアルトワークス

20 加藤亮騎 カトウリオキ 黒光りさせたいヴィッツ

21 石田　明生 イシダ　アキオ az1

ミドル級

22 川越 研太 カワゴエ ケンタ トヨタ MR2
23 髙木恵子 タカギ　ケイコ 戦う皇室の広間(ゼロクラウン)
24 久乗　遼市 クノリ　リョウイチ 毒まんじゅうシルビア

25 清水武流 シミズタケル GRG TRD86(冬足仕様)
26 笠原　一穂 カサハラ　カズホ 種馬レーシング８６

27 佐々木聖司 ササキセイジ 古くなった86
28 阿部孝太郎 アベコウタロウ 黒猫MR-S改
29 久乗　遼市 クノリ　リョウイチ 毒まんじゅうシルビア

30 金山　直矢 カナヤマ　ナオヤ SCENEゴルフGTI
31 町田 隼源 マチダ シゲン 通勤快速カルディナ

32 姉崎一也 アネザキカズヤ mukawa energy 86
33 坪島 雄介 ツボシマ ユウスケ MSアテンザ

34 高橋　晃 タカハシ　アキラ ホールデンジェミニ

35 萬年　広光 マンネン　ヒロミツ マルマンモーターズGR86
36 佐々木　寛爾 ササキカンジ 開眼できるかBRZ
37 相部洸太 アイベコウタ 打倒清水くんBRZ
38 間庭　嘉浩 マニワ　ヨシヒロ ジェミニ1800ZZ/R

ヘビー級

39 芳賀　匠海 ハガ　タクミ インプレッサ

40 大畠康二朗 オオハタコウジロウ AG.MSC北海道 GRヤリス

41 伊藤　貴弘 イトウ　タカヒロ チーム冬期限定ＤＸＬタクミインプレッサ

42 森高 健太 モリタカ ケンタ パワステ粉砕メーンインプレッサ

43 佐々木　瑞樹 ササキミズキ 復活のS・インプレッサ

無差別級

44 長南　明宏 チョウナン　アキヒロ シンシア★YHロードスターRF
45 石川　晋 イシカワ　ススム SCENEふにふにインテグラ

46 小野寺　俊 オノデラ　シュン シンシア★AZUR★新型BRZ
47 伊藤　なつき イトウ　ナツキ シンシア★冬仕様のまま★初代BRZ
48 猿川　仁 サルカワ　ヒトシ プログレ� ツインカム24
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ゴール後は必ず一時停止！ゴール後は必ず一時停止！

走行兼スタッフはこのへんのあいてるところへ走行兼スタッフはこのへんのあいてるところへ

食事処食事処

パドック図

パドック内は徐行・一方通行　絶対厳守!!
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厚生労働省
新型コロナウイルス
接触確認アプリ

COVID-19 Contact Confirming Application
（略称︓COCOA）

厚生労働省
ウェブサイト

iPhoneの方はこちら→

←Androidの方はこちら

詳しくはこちら→

Bパドック
バトアタのみ参加者は
こちらをご使用ください

Bパドック
バトアタのみ参加者は
こちらをご使用ください

AM地区戦参加者は
Aパドックそのまま使用
してください

AM地区戦参加者は
Aパドックそのまま使用
してください

AM地区戦参加者用
AM参加者はそのまま
使用してください

AM地区戦参加者用
AM参加者はそのまま
使用してください


