
         

2009 年 4 月１8 日 

株式会社モビリティランド 

ツインリンクもてぎ 

 

「エンデュランス・カーニバル もてぎEnjoy耐久レース（通称“Joy耐”）」開催のご案内 

 

 

ツインリンクもてぎ（栃木県茂木町）は、2009 年 9 月 4 日（金）～6 日（日）、モータースポーツファン

の皆様に、気軽にご家族ご友人と共にレースをお楽しみいただける、「エンデュランス・カーニバル  

もてぎ Enjoy 耐久レース（通称“Joy 耐”）」を開催いたします。 

 

▲2008 年 Joy 耐スタートシーン 

Joy 耐は、カテゴリーの枠を超えて JAF 国内 A 級ライセン

ス以上を持つドライバーなら誰でも参加できると共に、マシン

や道具類にかかるコストを抑えながら気軽にレースを楽しむ

ことができる 4 輪参加型レースです。2009 年も、参加申込の

時点で７時間耐久・４時間耐久へのエントリーが選択できる

ようにする等、これまでのレース結果の分析および参加者の

皆様からの貴重なご意見を基に、一部規則を変更いたし 

ました。さらにゴールするまでどのクラスが勝つか判らない 

展開のレースをお楽しみいただけます。 

 

Joy耐の開催概要ならびに参加申し込み方法は下記のとおりです。 

 

記 

 

開催概要 

●大会名称  エンデュランスカーニバル 2009 もてぎ Enjoy 耐久レース“Joy 耐” 

●開催日    2009 年 9 月 4 日（金）～6 日（日） 

●主催     株式会社モビリティランド ツインリンクもてぎ/エムオースポーツクラブ（M.O.S.C.） 

●開催場所  ツインリンクもてぎ ロードコース（4.801km） 

●観戦料金  通常入場料金でご観戦いただけます。 

〔税込〕 

入場料 駐車料  

大人 

（15 歳以上） 

子ども 

（小中学生・6 歳～15 歳未満）

幼児 

（3 歳～6 歳未満）
4 輪 2 輪 バス 

平日 無料 無料 1,000 円

土・日・祝日 
1,200 円 500 円 300 円

600 円 300 円 1,000 円

※6 歳でも小学校入学前は、幼児料金。15 歳でも中学生は子ども料金となります。 

 

 

※ “Ｊｏｙ耐”の詳しい情報はツインリンクもてぎホームページからご覧いただけます。 

http://www.mobilityland.co.jp/joytai/
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※ 参加申込み方法詳細は以下のとおりです。 

■参加申し込み 

・受付期間      ：2009 年 7 月 1 日（水）～ 7 月 31 日（金）当日必着 

・参加申し込み先  ：〒321-3597 栃木県芳賀郡茂木町桧山 120-1 

               TEL：0285-64-0200 FAX：0285-64-0209 

               ツインリンクもてぎ モータースポーツ部 運営課内『Ｊｏｙ耐』レース事務局 

・参加申し込みを郵送にて行う場合は、現金書留郵便にて大会事務局へ送付すること。  

 

〔参加料〕 

 ○７時間耐久レース 

・ドライバー１名様につき  30,000 円（税込） 

   ※ドライバーは参加車両 1 台につき 3 名様もしくは 4 名様を登録しなければならない。 

※参加申し込み時において 2009 年度 TRMC-S 会員または SMSC 会員の方は上記金額から 

10，000 円割引となる。 

・MS 共済会費（非課税）  

     （ドライバーおよびピットクルーが TRMC-S または SMSC 非会員の場合のみ必要） 

・ドライバー１名様につき 7,000 円（非課税） 

・ピットクルー（ヘルパー含む）１名様につき 500 円（非課税） 

○４時間耐久レース 

・ドライバー１名様につき  20,000 円（税込） 

   ※ドライバーは参加車両 1 台につき 3 名様もしくは 4 名様を登録しなければならない。 

※参加申し込み時において 2009 年度 TRMC-S 会員または SMSC 会員の方は上記金額から 

10，000 円割引となる。 

・MS 共済会費（非課税）  

     （ドライバーおよびピットクルーが TRMC-S または SMSC 非会員の場合のみ必要） 

・ドライバー１名様につき 7,000 円（非課税） 

・ピットクルー（ヘルパー含む）１名様につき 500 円（非課税） 

 

■ 規則の主な変更点 

①後輪駆動クラスを 661cc～1850cc から 661cc～2200cc に拡大する。 

【目的】 

より多くのスポーティーな後輪駆動車両にご参加いただきたいため。 

 

②ＥＣＯクラスの新設 

【目的】 

将来の地球環境およびモータースポーツを見据え、独立した予選クラスを新設する。 

規定は、ガソリンエンジン以外のエンジンシステム（ハイブリッド・ディーゼルエンジン等）および

燃料（ディーゼル・バイオ燃料等）とする。 
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③車両重量が規則より大幅に下回る車両への代替え措置 

【目的】 

低重量規定を満たすために無理なバラストを搭載するのではなく、運転する楽しさを存分に

堪能していただきたいため。 

１．車両の 低重量は、原則として下記のとおりとする。 

      Ｎ１ 

改造車両 

Ｎ２ 

改造車両 

１,０００cc   以 下 ６６０kg ６４０kg  

１,４００cc    〃 ７５０kg ７２５kg  

１,５００cc    〃 ８００kg ７７０kg  

１,６００cc    〃 ８５０kg ８１５kg  

２,０００cc    〃 ９４０kg ９００kg  

２,５００cc    〃 １,０２０kg ９８０kg  

３,０００cc    〃 １,１００kg １,０６０kg  

３,５００cc    〃 １,１８０kg １,１４０kg  

４,０００cc    〃 １,２６０kg １,２２０kg  

４,５００cc    〃 １,３４０kg １,３００kg  

５,０００cc    〃 １,４１０kg １,３７５kg  

５,５００cc    〃 １,４８０kg １,４５０kg  

５,５００cc  を超える １,５５０kg １,５２５kg  

上記重量は、出走可能な状態で一切の潤滑油、冷却水を満たし、燃料とドライバーを除く  

車両の真の 低重量である。 

２．当該車両カタログに掲載されている車両重量が上記１．の重量に満たない車両については、 

決勝における燃料補給エリア滞在時間に以下のハンデを課すことで、上記１．の車両重量を 

下まわることができる。 

        ～ ４０kg 満たない車両は、１分加算 

        ～ ８０kg 満たない車両は、２分加算 

        ～１２０kg 満たない車両は、３分加算 

     ・上記規定の適用を選択したチームは、公式通知にて公表される。 
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④2001cc 以上クラスの燃料補給エリア滞在時間を 9 分に設定 

【目的】 

   より多くの大排気量車輌にご参加いただきたいため。 

■クラスおよび燃料補給エリア滞在時間図 〔下線部が変更箇所となります。〕 

車両 
JAF 公認・ 

登録車両 

JAF 公認・登録 

以外の車両 
ＥＣＯ

改造範囲 N1 N2 N1 N2 N1･N2

自然吸気エンジンの車両 
過給装置付エンジンの車両    

排気量 3501cc 以上の車両 

気筒容積 661cc～1300cc A-1 B-1 C-1 D-1 
滞在時間：9 分間以上              

給油量 ： 大 30 リットル 

滞在時間：9 分間以上              

給油量 ： 大 35 リットル 

気筒容積1301cc～1500cc A-2 
B-2 

※ 
C-2 

D-2 

※ 

気筒容積1501cc～1600cc A-3 
B-3 

※ 
C-3 

D-3 

※ 

気筒容積1601cc～2000cc A-4 
B-4 

※ 
C-4 

D-4 

※ 

E-1
滞在時間：10 分間以上             

給油量  ： 大 30 リットル 

滞在時間 ：10 分間以上            

給油量  ： 大 35 リットル 

気筒容積2001cc～3500cc A-5 
B-5 

※ 

気筒容積 3501cc 以上 A-6 
B-6 

※ 

C-5 
D-5 

※ 
E-2

滞在時間：9 分間以上 

給油量 ： 大 30 リットル

滞在時間：9 分間以上 

給油量 ： 大 35 リットル

気筒容積 661cc～2200cc 

の後輪駆動の車両
AC-RW BD-RW AC-RW BD-RW  

【661cc～1300ccおよび 

2001cc以上】 

滞在時間 ：9 分間以上 

給油量   ： 大 30 リットル 

【1301cc～2000cc】 

滞在時間 ：10 分間以上 

給油量  ： 大 30 リットル

【661cc～1300ccおよび 

2001cc以上】 

滞在時間 ：9 分間以上 

給油量   ： 大 35 リットル 

【1301cc～2000cc】 

滞在時間 ：10 分間以上 

給油量  ： 大 35 リットル

※B-2～6 および D-2～5 クラスの車両のうち、エンジン載せ替えにより当該車両

が当初所属するＪｏｙ耐クラス区分から上のクラスに変更があった車両 

車両型式が DC2 で N2 に従った改造の車両 

ディーゼルエンジンで過給装置が装着されている車両 

滞在時間：12 分間以上             

給油量  ： 大 30 リットル 

滞在時間：12 分間以上             

給油量  ： 大 35 リットル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        
 

 

■賞金の変更 

  ①ラップアワードの廃止 

   【目的】 

   レース中盤以降、獲得するチームが固定されてしまうため、ラップアワードを廃止し、その原資を

他の賞金に振り分けるため。 

  ②気筒容積別賞金の新設 

   【目的】 

   従来ある総合順位賞金の他に、気筒容積別の賞金を設けることにより、より多くのチームに賞金 

を獲得していただきたい。また、クラス毎でのレースも楽しんでいただきたい。 

クラス分けは下記のとおり。 

区分 賞金額 

気筒容積 661cc～1500cc（ECO クラスを除く） 

気筒容積 1501cc～1600cc（ECO クラスを除く） 

気筒容積 1601cc～2000cc（ECO クラスを除く） 

気筒容積 2001cc 以上（ECO クラスを除く） 

ECO クラス 

各 

１位２０万円、２位１５万円、３位１０万円 

 

■■パドックパス 7 月 4 日（土）～券売開始！ 【販売期間：7 月 4 日(土)～9 月 4 日(金)】 ■■ 
「もっと近くで観戦したい！」「チームの熱を間近で感じたい！」というモータースポーツファンの皆様

のご要望にお応えするパドックパスをご用意。 

           【税込】 

前売パドックパス（2 日間有効） 

大人(高校生以上） 子ども（3 歳～中学生）

2,000 円 500 円 

【税込】 

当日パドックパス 

  大人(高校生以上） 子ども（3 歳～中学生）

予選 1,000 円 

決勝 3,000 円 

500 円 

※2 日間有効 

チケットご購入に関するお問合せ先

ツインリンクもてぎチケットセンター 

TEL：0285-64-0080 

※ 観戦エリアには通常料金にてご入場いただけます。 

※ パドック内の一部のエリアについては入場制限が行われます。予めご了承ください。 

以上 

 

レースに関するお問い合わせ先 
ツインリンクもてぎ モータースポーツ部 運営課 “Ｊｏｙ耐”事務局 
TEL 0285-64-0200 FAX 0285-64-0209 

 ツインリンクもてぎの情報  

ツインリンクもてぎホームページ         ： http://www.twinring.jp/ 

ツインリンクもてぎモバイルホームページ ： http://mobile.twinring.jp/ 
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