
　・ タイムアタック終了後には、もう１本フリー走行もあり、たくさん走れます♪

　・ タイムアタック終了後には、もう１本フリー走行もあり、たくさん走れます♪　・ タイムアタック終了後には、もう１本フリー走行もあり、たくさん走れます♪

　・ タイムアタック終了後には、もう１本フリー走行もあり、たくさん走れます♪

年間スケジュール
第１戦

第１戦第１戦

第１戦

３月２８日（日）

３月２８日（日）３月２８日（日）

３月２８日（日）

第２戦

第２戦第２戦

第２戦

５月２日（日）

５月２日（日）５月２日（日）

５月２日（日）

第３戦 サマーフェスティバル

第３戦 サマーフェスティバル第３戦 サマーフェスティバル

第３戦 サマーフェスティバル

７月１８日（日）

７月１８日（日）７月１８日（日）

７月１８日（日）

第４戦

第４戦第４戦

第４戦

９月１２日（日）

９月１２日（日）９月１２日（日）

９月１２日（日）

第５戦

第５戦第５戦

第５戦

 

  

 １１月７日（日）

１１月７日（日）１１月７日（日）

１１月７日（日）

　・ タイムアタックの結果で、最大７台ずつを１クラスとしクラス分けを行い、各クラス毎に表彰を行います。

　・ タイムアタックの結果で、最大７台ずつを１クラスとしクラス分けを行い、各クラス毎に表彰を行います。　・ タイムアタックの結果で、最大７台ずつを１クラスとしクラス分けを行い、各クラス毎に表彰を行います。

　・ タイムアタックの結果で、最大７台ずつを１クラスとしクラス分けを行い、各クラス毎に表彰を行います。

シリーズ全５戦開催！申告タイムでクラス分け、アタックしやすい走行台数☆

シリーズ全５戦開催！申告タイムでクラス分け、アタックしやすい走行台数☆シリーズ全５戦開催！申告タイムでクラス分け、アタックしやすい走行台数☆

シリーズ全５戦開催！申告タイムでクラス分け、アタックしやすい走行台数☆

　○ 表彰は１クラス最大７台の細かいクラス分けで、どなたにもトロフィーゲットのチャンスあります！

　○ 表彰は１クラス最大７台の細かいクラス分けで、どなたにもトロフィーゲットのチャンスあります！　○ 表彰は１クラス最大７台の細かいクラス分けで、どなたにもトロフィーゲットのチャンスあります！

　○ 表彰は１クラス最大７台の細かいクラス分けで、どなたにもトロフィーゲットのチャンスあります！

　○ 各クラス上位３名にトロフィー+賞品あります♪

　○ 各クラス上位３名にトロフィー+賞品あります♪　○ 各クラス上位３名にトロフィー+賞品あります♪

　○ 各クラス上位３名にトロフィー+賞品あります♪

　○ 初級クラスの設定がありますので、サーキット走行に慣れていない方でも安心して参加できます。

　○ 初級クラスの設定がありますので、サーキット走行に慣れていない方でも安心して参加できます。　○ 初級クラスの設定がありますので、サーキット走行に慣れていない方でも安心して参加できます。

　○ 初級クラスの設定がありますので、サーキット走行に慣れていない方でも安心して参加できます。

　

　　

　☆本庄コースレコードホルダー塚田さんも毎戦ご来場！！希望者の方には走行アドバイスあります。

☆本庄コースレコードホルダー塚田さんも毎戦ご来場！！希望者の方には走行アドバイスあります。☆本庄コースレコードホルダー塚田さんも毎戦ご来場！！希望者の方には走行アドバイスあります。

☆本庄コースレコードホルダー塚田さんも毎戦ご来場！！希望者の方には走行アドバイスあります。

★本庄レンタル８６タイムアタック★

★本庄レンタル８６タイムアタック★★本庄レンタル８６タイムアタック★

★本庄レンタル８６タイムアタック★

 ・本年度も本庄のレンタル車によるタイムアタックバトルを開催します！

 ・本年度も本庄のレンタル車によるタイムアタックバトルを開催します！ ・本年度も本庄のレンタル車によるタイムアタックバトルを開催します！

 ・本年度も本庄のレンタル車によるタイムアタックバトルを開催します！

 ・毎戦上位入賞の方には表彰あり★ ご自分の走行枠以外の時間に追加で走行できます。

 ・毎戦上位入賞の方には表彰あり★ ご自分の走行枠以外の時間に追加で走行できます。 ・毎戦上位入賞の方には表彰あり★ ご自分の走行枠以外の時間に追加で走行できます。

 ・毎戦上位入賞の方には表彰あり★ ご自分の走行枠以外の時間に追加で走行できます。

  ・ボーナスポイントとして、優勝者は２ポイント・参加で１ポイントがシリーズポイントに加算されます！

　本庄ライトチャレンジ　走行内容　

　本庄ライトチャレンジ　走行内容　　本庄ライトチャレンジ　走行内容　

　本庄ライトチャレンジ　走行内容　

　・ 練習走行が２本、

　・ 練習走行が２本、　・ 練習走行が２本、

　・ 練習走行が２本、走行３本目と４本目にタイムアタックを行います！

走行３本目と４本目にタイムアタックを行います！走行３本目と４本目にタイムアタックを行います！

走行３本目と４本目にタイムアタックを行います！※Ｓタイヤ装着車両は＋０．７秒の加算あり。

※Ｓタイヤ装着車両は＋０．７秒の加算あり。※Ｓタイヤ装着車両は＋０．７秒の加算あり。

※Ｓタイヤ装着車両は＋０．７秒の加算あり。

例：タイムアタッククラス参加が４９台の場合７クラス ・ ４２台の場合６クラスの表彰となり、各クラス上位３名の選手が表彰！

例：タイムアタッククラス参加が４９台の場合７クラス ・ ４２台の場合６クラスの表彰となり、各クラス上位３名の選手が表彰！例：タイムアタッククラス参加が４９台の場合７クラス ・ ４２台の場合６クラスの表彰となり、各クラス上位３名の選手が表彰！

例：タイムアタッククラス参加が４９台の場合７クラス ・ ４２台の場合６クラスの表彰となり、各クラス上位３名の選手が表彰！

　・ 軽カークラスは１４～８台参加の場合は２クラス ・ ７台未満の場合は１クラスで表彰となります。

　・ 軽カークラスは１４～８台参加の場合は２クラス ・ ７台未満の場合は１クラスで表彰となります。　・ 軽カークラスは１４～８台参加の場合は２クラス ・ ７台未満の場合は１クラスで表彰となります。

　・ 軽カークラスは１４～８台参加の場合は２クラス ・ ７台未満の場合は１クラスで表彰となります。

　　

　　　　

　　※２０２１シリーズは、軽カーのターボ・ＮＡによる表彰クラス分けは無しになりました。

※２０２１シリーズは、軽カーのターボ・ＮＡによる表彰クラス分けは無しになりました。※２０２１シリーズは、軽カーのターボ・ＮＡによる表彰クラス分けは無しになりました。

※２０２１シリーズは、軽カーのターボ・ＮＡによる表彰クラス分けは無しになりました。

☆年間シリーズポイント制☆

☆年間シリーズポイント制☆☆年間シリーズポイント制☆

☆年間シリーズポイント制☆

   ・ 年間シリーズランキング上位３名・軽カークラス上位３名の選手は、

   ・ 年間シリーズランキング上位３名・軽カークラス上位３名の選手は、   ・ 年間シリーズランキング上位３名・軽カークラス上位３名の選手は、

   ・ 年間シリーズランキング上位３名・軽カークラス上位３名の選手は、

 　　　　　　 　　　

※ 必ずお電話にて空き状況を確認後、お申込ください。

　 電話申込後に本参加申込書にご記入の上、現金書留 or FAXにてお申込みください。

※ 郵送でのお申込みは、参加申込書に参加料を添えて現金書留にて下記の申込先までお送りください。

※ FAXでのお申込みは、参加申込書をFAXにて送信後、参加料を下記の口座にお振込みください。

 …FAXでお申込みになる場合は、大会当日に捺印済みの申込用紙原本を提出してください。

◆必ず振込人名義の後に日程を入力してください。　

◆必ず振込人名義の後に日程を入力してください。　◆必ず振込人名義の後に日程を入力してください。　

◆必ず振込人名義の後に日程を入力してください。　

　例：３月２８日に参加の本庄太郎さんの場合、「ホンジョウタロウ３２８」と入力してください。

　例：３月２８日に参加の本庄太郎さんの場合、「ホンジョウタロウ３２８」と入力してください。　例：３月２８日に参加の本庄太郎さんの場合、「ホンジョウタロウ３２８」と入力してください。

　例：３月２８日に参加の本庄太郎さんの場合、「ホンジョウタロウ３２８」と入力してください。

参加料の入金を確認次第、正式受理となります。 参加受付は定員になり次第終了となります。

開催日の５日前くらいに、受理書をメール送信いたします。

【 参加受付 】　タイムアタッククラス ４９台　・　軽カータイムアタッククラス　１４台

   ・ 年間シリーズランキング上位３名・軽カークラス上位３名の選手は、

   ・ 年間シリーズランキング上位３名・軽カークラス上位３名の選手は、   ・ 年間シリーズランキング上位３名・軽カークラス上位３名の選手は、

   ・ 年間シリーズランキング上位３名・軽カークラス上位３名の選手は、

    　年末に開催される本庄ライトアタックＧＰフェスティバルに招待選手としてご招待♪

    　年末に開催される本庄ライトアタックＧＰフェスティバルに招待選手としてご招待♪    　年末に開催される本庄ライトアタックＧＰフェスティバルに招待選手としてご招待♪

    　年末に開催される本庄ライトアタックＧＰフェスティバルに招待選手としてご招待♪

   ・ ポイント制度は、各クラス優勝～７位まで、８～１ポイントとなります。

　　　優勝８ポイント・２位６ポイント・３位５ポイント・４位４ポイント・５位３ポイント・６位２ポイント・７位１ポイント

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｇ-ｍａｘタイヤ装着の方限定イベント！

Ｇ-ｍａｘタイヤ装着の方限定イベント！Ｇ-ｍａｘタイヤ装着の方限定イベント！

Ｇ-ｍａｘタイヤ装着の方限定イベント！

 

  

 特典１：Ｇ-maxタイヤを装着してライトチャレンジにご参加すると5,000円のキャッシュバック！

特典１：Ｇ-maxタイヤを装着してライトチャレンジにご参加すると5,000円のキャッシュバック！特典１：Ｇ-maxタイヤを装着してライトチャレンジにご参加すると5,000円のキャッシュバック！

特典１：Ｇ-maxタイヤを装着してライトチャレンジにご参加すると5,000円のキャッシュバック！

　　例：A氏がライトチャレンジRd.1にG-maxタイヤ装着で参加（申し込み時に申告）

　　例：A氏がライトチャレンジRd.1にG-maxタイヤ装着で参加（申し込み時に申告）　　例：A氏がライトチャレンジRd.1にG-maxタイヤ装着で参加（申し込み時に申告）

　　例：A氏がライトチャレンジRd.1にG-maxタイヤ装着で参加（申し込み時に申告）

　　　   A氏Rd.2に申告参加されてもキャッシュバックはありません。 ※キャッシュバックは、年間一回です

　　　   A氏Rd.2に申告参加されてもキャッシュバックはありません。 ※キャッシュバックは、年間一回です　　　   A氏Rd.2に申告参加されてもキャッシュバックはありません。 ※キャッシュバックは、年間一回です

　　　   A氏Rd.2に申告参加されてもキャッシュバックはありません。 ※キャッシュバックは、年間一回です

 特典２：G-maxタイヤ装着者の方限定のシリーズ賞あります。 ポイントはクラス関係無しの1位3点. 2位2点.3位1点.

 特典２：G-maxタイヤ装着者の方限定のシリーズ賞あります。 ポイントはクラス関係無しの1位3点. 2位2点.3位1点. 特典２：G-maxタイヤ装着者の方限定のシリーズ賞あります。 ポイントはクラス関係無しの1位3点. 2位2点.3位1点.

 特典２：G-maxタイヤ装着者の方限定のシリーズ賞あります。 ポイントはクラス関係無しの1位3点. 2位2点.3位1点.

　　　　

　　　　　　　　

　　　　年間シリーズチャンピオンには、 G-max賞としてタイヤ１setをプレゼント!!

年間シリーズチャンピオンには、 G-max賞としてタイヤ１setをプレゼント!!年間シリーズチャンピオンには、 G-max賞としてタイヤ１setをプレゼント!!

年間シリーズチャンピオンには、 G-max賞としてタイヤ１setをプレゼント!!

 特典３：ライトチャレンジ参加者が、 G-maxタイヤを本庄モーターパークにて注文購入の場合、特別料金設定。

 特典３：ライトチャレンジ参加者が、 G-maxタイヤを本庄モーターパークにて注文購入の場合、特別料金設定。 特典３：ライトチャレンジ参加者が、 G-maxタイヤを本庄モーターパークにて注文購入の場合、特別料金設定。

 特典３：ライトチャレンジ参加者が、 G-maxタイヤを本庄モーターパークにて注文購入の場合、特別料金設定。

 特典４：毎戦表彰式じゃんけん大会にG-max タイヤ 5.000円割引券を進呈いたします。

 特典４：毎戦表彰式じゃんけん大会にG-max タイヤ 5.000円割引券を進呈いたします。 特典４：毎戦表彰式じゃんけん大会にG-max タイヤ 5.000円割引券を進呈いたします。

 特典４：毎戦表彰式じゃんけん大会にG-max タイヤ 5.000円割引券を進呈いたします。

　口座番号　４５８９２０１　ゴルデックスホンジョウモーターパークタカノケンタ

　口座番号　４５８９２０１　ゴルデックスホンジョウモーターパークタカノケンタ　口座番号　４５８９２０１　ゴルデックスホンジョウモーターパークタカノケンタ

　口座番号　４５８９２０１　ゴルデックスホンジョウモーターパークタカノケンタ

【 不受理及びキャンセル 】

【 走行本数 】　１０～１２分×５本　※練習走行２本→タイムアタック２本→フリー走行１本

【 参 加 費 】　￥14,100-　・　軽カー￥13,100- （

（（

（昼食・参加賞・※フォトグラファーの写真付き♪）

【レンタルカーアタック】 別途￥３,０００-(追加１枠)　先着５名 ※イベント参加者限定

【 特別割引 】 レディース・シニア(５５歳以上)・ノーマル車・ハイブリッド車・本庄初走行に該当する方は￥1,000引き☆

【 申込方法 】

　ＰａｙＰａｙ銀行　ビジネス営業部 店番号 005　普通

　ＰａｙＰａｙ銀行　ビジネス営業部 店番号 005　普通　ＰａｙＰａｙ銀行　ビジネス営業部 店番号 005　普通

　ＰａｙＰａｙ銀行　ビジネス営業部 店番号 005　普通

不受理及びキャンセルの場合、参加費の返金を行いますが、事務手数料1.000円を差し引いて返金させて頂きます。

大会当日の１週間前を切ってからのキャンセルの場合、いかなる場合でも参加料の返金は致しかねますのでご了承ください。

主催：ＧＯＬＤＥＸ本庄モーターパーク　〒367-0224　埼玉県本庄市児玉町高柳８８３

ＴＥＬ : 0495-72-9611　/　ＦＡＸ : 0495-72-9612　木曜定休

【 不受理及びキャンセル 】

【お申込・お問合せ】

７月１８日（日）第３戦 サマーフェスティバル 特別割引価格☆

参加費　タイムアタッククラス ¥１３,１００-　/　軽カー¥１２,１００- 他割引券も使用できます♪


