


御嶽スノーフェスティバル 開催要項 

１．主催    K’sRacingTeam（代表 鈴木一也） 

２．後援    木曽町 

３．協力    木曽町観光協会  

４．日程    2 月 14（土）15 日（日）  

５．受付場所  鹿ノ瀬温泉前（パドックは未定） 

６．イベント詳細 

各イベント名 内容 上限台数 参加料など 

練習会（１４日） フリー走行会 １０台 10000 円 9 時集合 15 時まで 

Izuno Cup ワンメイクトライアル 

負けると応援資金 7000 円追加 

制限無し 参加費 3000 円 

16 時から開始予定 コース未定 

KRT X-treme  集合 12 時 練習 15 時まで 

ヒルクライム 5km１本 

ダウンヒル２ｋｍ＆ヒルクライム

２ｋｍ の計４ｋｍ２本の 

合計３本のスノートライアル 

1 位 2 位には賞金がでます 

Xclass 

５名 

招待選手 

１０名 

その他 

５名 

X-treme パック 30000 円 

（参加料 20000 円/宿泊料 8500 円/ 

IzunoCup 参加料 3000 円/日曜昼食/

土曜の練習走行を含む） 

賞金 1 位 30000 円 2 位 10000 円 

（参加台数 10 台以上の場合） 

第 8 回 

BRIG スノーチャレンジ 

約5kmの林道でスノーヒルクライ

ム(１本完熟走行、２本計測) 

合計タイムで争います。 

終了後、X-treme クラスのギャラ

リーや同乗が可能です。 

４０台 

 

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ 2WD 12000 円（昼食付） 

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ 4WD 12000 円（昼食付） 

ｵｰﾌﾟﾝ 2WD 15000 円（昼食付） 

ｵｰﾌﾟﾝ 4WD 15000 円（昼食付） 

ｽﾊﾟｲｸ    12000 円（昼食付） 

７．参加料  参加料は振り込みのみ受け付けます。 

        ｱﾙﾌﾟｽ中央信用金庫 竜東支店 普通口座 7145196 ｶ）ｹｰｽﾞﾌｧｸﾄﾘｰ 

８．参加申込 申込書を上記事務局宛に大会５日前までに必着で郵送して下さい。 

９．保険   5000 円支払うことで、塔乗車傷害 3000 万のスポーツ安全保険に加入することができる。 

１０．中止  大会の中止の決定は前々日とします。その場合中止を決定した日より 7 日以内に事務手数 

として 1000 円を差し引いて返金致します。ただし、参加者都合により不参加となった場 

合は返金できません。 

１１．スケジュール 

 14 日午後の部 14 日夜の部 15 日午前の部 15 日午後の部 

練習会及び 

BRIG ｽﾉｰﾁｬﾚﾝｼﾞ 

（ｽﾉｰﾄﾗｲｱﾙ大会） 

練習会参加希望者 

（ｽﾉﾁｬﾚ参加者は別途） 

9 時鹿ノ瀬温泉集合 

10-15 コース未定 

 6:30 ｹﾞｰﾄｵｰﾌﾟﾝ 

7:00～受付 

8:00～完熟走行 

10:00～1 本目 

11:30～2 本目 

12:30～昼食＆観戦 

15:00～ﾌﾘｰ又は同乗 

16:00 表彰式 

KRT X-treme 12-15 鹿ノ瀬集合受付 

   練習走行可能 

16:00～ 

IzunoCup 開始 

6:30 ｹﾞｰﾄｵｰﾌﾟﾝ 

8:00～完熟走行 

12:00～1 本目 

13:30～2 本目 

14:30～3 本目 

16:00 表彰式 

Izuno Cup 12-15 鹿ノ瀬集合受付 16:00～開始   

観戦者 

進入可能時間 

観戦可能です 観戦可能です 9:00～11:00 受付 

鹿ノ瀬温泉ゲート 

16:00 競技終了後 

退出可になります 

問い合わせ先：大会事務局 

〒396-0005 

長野県伊那市野底 8268-93 

株式会社 K’sFACTORY 

TEL&FAX 0265-76-8162 

info@ks-rally.com 

www.ontakesnowland.com 



KKRRTT  XX--ttrreemmee  
１． 参加資格  ヒルクライムシリーズ X クラス選手や、ラリー界の有名選手と、対決をしてみたいと言

う希望者が参加することができます。勝負はヒルクライムとダウンヒル！まさに

X-treme！ただし明らかに実力が伴わない場合、または危険と思われる参加者に関して

は参加をお断りすることがあります。 

２． 出走    クラス X での出走となり、使用タイヤはスタッドレスタイヤとする。 

３． 賞金    優勝に３万円、２位に１万円とする。（参加台数 5 台以上で） 

４． その他   その他、BRIG スノーチャレンジに準じて開催する。 

  
第第 88 回回 BBRRIIGG ススノノーーチチャャレレンンジジ  
 

１． 参加車両  トライアル大会に参加する車両は、ナンバー付で公道を走れる状態の車両。ただし著し

く音量のうるさいマフラーを装着している場合は出走を認めません。また最低地上高が

低く、明らかに走行に支障のある車両は出走を認めない場合があります。 

２． 参加資格  参加車両を運転できる免許を保有しているものとします。 

         未成年者は出場承諾のために保護者の署名捺印が必要です。 

３． クラス区分 ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ 2WD/ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ 4WD/ｵｰﾌﾟﾝ 2WD/ｵｰﾌﾟﾝ 4WD/ｽﾊﾟｲｸ 

４． 参加料   参加料は振り込みのみ受け付けます。 

         ｱﾙﾌﾟｽ中央信用金庫 竜東支店 普通口座 7145196 ｶ）ｹｰｽﾞﾌｧｸﾄﾘｰ 

５． 参加申込  申込書を大会３日前までに下記へ必着で郵送して下さい。 

         〒３９６－０００５ 長野県伊那市野底８２６８－９３  

㈱K’sFACTORY 御岳スノーフェスティバル事務局 

６． 同時出走  ダブルエントリーは不可とします。 

７． 同乗者   コドライバー同乗に関しては各自の責任で可とします。（同乗者 2000 円） 

８． 章典    各クラス１～３位まで （ただし参加台数の３０％を目安とします） 

         オープンクラス 1 位は賞金 10000 円 2 位 5000 円（クラス 5 台以上） 

スパイククラスは参加賞のみとする。 

９． ゼッケン  当日発表されます。これに対する抗議は一切受け付けません。 

１０．注意事項  ・車体外観に著しい欠損がある場合出走を認めません。 

・ヘルメット・グローブ・長袖長ズボンを着用して下さい。 

・４点式以上の安全ベルトを推奨します。 

・いかなる場合もオフィシャルの指示誘導に従って下さい。 

１１．クラス S  使用するタイヤに規制は設けないが、占有した競技走行区間内のみスパイクタイヤの使 

用を認める。タイヤ交換は指定された場所で行うこと。ただしタイヤ交換に必要な工具、 

交換タイヤの管理は、主催者は行わない。 

 

第第４４回回 IIzzuunnoo  CCuupp  
  
１． 競技方法 伊豆野が用意した車両でのワンメイクトライアル（計測は 1 本のみ） 

２． 参加料  3000 円 伊豆野兄弟より参加賞あり 

    ※ただし、伊豆野兄弟に負けると、参戦応援資金として追加で 7000 円支払う事とする。 

３  応援資金 伊豆野兄弟のうち、勝った方が本年の参戦資金として活用する。 



  
宿宿泊泊案案内内  
X-treme は宿泊付き。その他宿泊が必要な方は各自で予約して下さい（２食付で８５００円） 

 旅館 黒澤館   0264-46-2016 山陽館      0264-46-2012 

 ホテル木曽温泉  0264-46-2700 鹿ノ瀬温泉    0264-46-2034 

詳しくは木曽町観光協会 HP http://www.kankou-kiso.com/index.html 

ギギャャララリリーーイインンフフォォメメーーシショョンン  
15 日(日曜日) 雪道を疾走する競技車両を間近に見ることができます。 

駐車場は 御岳ロープウェー鹿ノ瀬駅駐車場です。入場には時間制限があります。また、一度入場すると競 

技終了まで下ることはできませんのでご注意ください。また２WD 車は鹿ノ瀬パドックまでしか入場できな

い場合がございます。早めに集合して下さい 

９：００～１１：００(競技の進行によって前後します)    １６：００ 競技終了時間 

 

 



2/14-15

単価 ⽇程 ⼩計
練習会（昼⾷付） 1台
同乗者（昼⾷付） 名

運転免許証番号

登録番号

メーカー

運転者

住所

同乗者

御嶽スノーフェスティバル

14⽇9-15時

歳

電話番号

有効年

参加申込書
年齢 ※必須

〒

参加クラス

電話

同乗者住所

携帯番号 E-Mail 

⾞台番号

⾞名

参加⾞両名

年式

10000

型式

2000同乗者（昼⾷付） 1名
Izuno Cup 1名 14⽇16時〜

X-tremeパック 1台 14⽇/15⽇

ｽﾉｰﾁｬﾚﾝｼﾞ(昼⾷付) 1台 ←どちらか○印を
同乗者(昼⾷付） 1名

レンタル⾞両 ﾗﾝｻｰ・ｲﾝﾌﾟﾚｯｻ １台 燃料満タン込
宿泊（観戦者など） 1名 14⽇

弁当 1個 15⽇

誓約書

平成27年  ⽉   ⽇

運転者署名 印 保護者署名 印

同乗者署名 印 保護者署名 印

⽇ 時

参加費合計

30000
3000
2000

2000

参加費

8500円
600円

12000・15000

25000円

参加費20000円/宿泊8500円/IzunoCup3000円/15⽇昼⾷

御岳SNOW LAND 事務局 御中

私は、『御岳SNOW LAND』の利⽤において、会場内で起きた事故、またそれらに関連して起こった死亡・負傷・その他

の事故で私⾃⾝及び、同乗者・⾒学者の受けた損害について決して管理者および⾛⾏会関係者・コース関係者・他の参加者

に対して⾮難したり、責任を追及したり損害賠償を要求しないことを誓約致します。万⼀、私や同乗した者が事故を引き起

こした場合、事故に起因する全ての賠償責任を負い、他の参加⾞両との接触事故でも当事者間で処理することを誓約致しま

同乗者署名 印 保護者署名 印


