
 

第 2 回ポリオ根絶チャリティークラシックカーラリー 

2022 年 10 月 23 日（日曜日） 

 

昨年に引き続き「第 2回ポリオ根絶チャリティークラシックラリー」を本年 

10 月 23 日（日）に開催致します。 

昨年同様、埼玉県の代表的観光地を、ロータリークラブが約 40 年に渡り取り組 

んできた「ポリオ根絶」のメッセージをのせて巡ります。奮ってご参加下さい。 

 

主催：     国際ロータリー第 2770 地区 大宮ロータリークラブ 

 

期日：     2022 年 10 月 23 日（日曜日） 

        予定時間：さいたま市氷川神社 7時集合 同スタート 8時  

パレスホテル大宮ゴール 4時 表彰式終了 5時～6時 

 

参加資格車両： 1976 年製造までの車検付き車両 

       （レプリカ・改造車・排気音騒音車両は参加できません） 

 

主なコース：  さいたま市 川越市 秩父市 

 

参加予定台数： 40 台 

 

参加費用：   6 万円（1 台 2 人）1人参加でも同料金 

3 名以上の参加者には別途お一人様 1万円加算 

 

応募期間：   2022 年 8 月 31 日 但し定数になりしだい締め切りとします。 

 

応募方法：   お申込書 FAX またはホームページにて 

 

 

ポリオ根絶チャリティークラシックカーラリー実⾏委員会 

実行委員長 大宮ロータリークラブ 橋本 和久 090-3108-6399 

運営協力  NASC 

 

ホームページ endpolio-rally.jp 



 

第 2 回ポリオ根絶チャリティークラシックカーラリー 

 

 

開催概要 

 

期日：     2022 年 10 月 23 日（日曜日） 

 

開催場所：   さいたま市 川越市 秩父市 

 

主催：     国際ロータリー第 2770 地区 大宮ロータリークラブ 

        ポリオ根絶チャリティークラシックカーラリー実行委員会 

 

後援：     さいたま市 川越市 秩父市   

        さいたま観光国際協会 小江戸川越観光協会 秩父観光協会 

 

協力：     国際ロータリー第 2770 地区 第 2570 地区 

        大宮ロータリークラブ 川越ロータリークラブ  

川越小江戸ロータリークラブ 川越西ロータリークラブ  

川越中央ロータリークラブ 秩父ロータリークラブ 

 

参加車両：   1976 年まで製造のクラシックカー約 40 台 

（国産、外車問いません） 

 

実行委員長：  橋本和久（大宮ロータリークラブ）090-3108-6399 

 

ホームページ： endpolio-rally.jp 



ポリオ根絶チャリティークラシックカーラリー 

規則書 

車両規則 

｛参加車両資格｝ 

 1976年までに製造された車両及び大会実行委員長が認可した車両。 

 車検取得車両・保安基準に適合した車両・消火器搭載の事 

 著しい改造車やマフラーより爆音を発する車両は出られません。 

 レプリカや車検無しの車両は参加資格が有りません。 

 任保険か JAFに加入の事 

競技規則 

｛参加費｝ 

 参加費用にはイベント参加料及びドライバーとコ・ドライバーの昼食代、 

 表彰式セレモニーの軽食代、記念品代が含まれています。 

 また、ポリオ根絶キャンペーンの寄付金が含まれています。 

 

｛ルート走行｝ 

ルートブックに従いコマズ通り走行してください。 

ミスコースした時は速やかに設定されたルートに戻り駒図の順序に従って下さい。 

 スピード違反・追い越し違反・携帯電話のナガラ走行は止めてください。 

 

｛事故｝ 

 交通事故の場合、ゼッケンを外し速やかに警察や消防署に連絡をして更に 

主催者に連絡をお願いします。 

 

｛故障・リタイヤ｝ 

 故障や事故により走行不能の場合は、主催者に連絡を取りゼッケンを外し 

保険会社や JAFに移動を依頼してください。  



ポリオ根絶チャリティークラシックカーラリー 

競技細則 

｛PC｝ ：PCとは能力テスト競技、指定された区間を指定された時間通りに通過

する競技です。10分の 1秒までの誤差をポイント減点します。 

光電管を使い車両の先端が通過した時から計測は始まります。 

      連続の計測ですから次の光電管の通過でゴールですがまた次の計測の 

スタートにも成ります。 

 

 表彰は総合ポイントの多い順としで同点数の場合は 

計測器がストップウォッチ及び携帯電話時計が優先 

次にドライバーの年齢上位とします。 

（別途ポイント表をご覧ください。） 

 

｛CO｝ ：定時点検 

     COとは各車指定された通過時間です。 

指定時間の±5 秒以内に決められたラインを通過した方にポイントが 

与えられます。  

 

｛表示板｝：1競技開始待機地点・・黄色い時計マークの看板 

       2計測地点・・・・・・赤い時計マークの看板 

       3計測終了地点・・・・オレンジの斜線マークの看板 

 

{減点}  ：競技中（PC及び CO）黄色い時計マークの待機地点内から 

        オレンジ色斜線マークの計測終了地点までの間で停車した時は 

        減点 500ポイントのペナルティーが発生します。 

 

｛装備｝ :ストップウォッチ 2個以上もしくは携帯電話のストップウォッチ  



誤差　秒ポイント 誤差　秒ポイント

0 1000 1.6 300

0.1 900 1.7 275

0.2 850 1.8 250

0.3 800 1.9 225

0.4 750 2 200

0.5 700 2.1 190

0.6 650 2.2 180

0.7 600 2.3 170

0.8 550 2.4 160

0.9 500 2.5 150

1 450 2.6 140

1.1 425 2.7 130

1.2 400 2.8 120

1.3 375 2.9 110

1.4 350 3 100

1.5 325 完走車 100

CO誤差±5秒以内 500



　　　　　　　　　　ポリオ根絶チャリティークラシックカーラリー参加申込書

参加車両

メーカー名 車種名 年式

登録番号 車検有効期限 外装色

生産国 特徴

*ドライバー

ふりがな 生年月日

名前 年　　　月　　　日

〒

住所

免許証ＮＯ 携帯電話

緊急連絡先 名前 電話

*コドライバー

ふりがな 生年月日

名前 年　　　月　　　日

〒

住所

免許証ＮＯ 無し 携帯電話

緊急連絡先 名前 電話

計測機器の使用について○をつけてください ストップウォッチ 携帯電話 ラリー用計測器

所属のロータリークラブがあれば教えて下さい

                      参加申し込み先　 FAX048-647-1714

　　　　　　　　　endpolio-rally.jp 　からもメールフォームでお申し込みできます

                     ★参加費用振り込み先★

                    埼玉りそな銀行 大宮支店　普通口座　6267420

                    ポリオ根絶チャリティークラシックカーラリー実行委員会



 
 

誓 約 書 
1、 私は、本大会の定める規則を厳守し、それに従うことを誓約します。 
2、 本大会開催中に起きたあらゆる事象について、大会役員、スタッフ、関係者及

び第三者に対して、誹謗・中傷を行ったり、責任の追及をしたり損害賠償の請

求をしない事を誓約いたします。 
3、 運転に際しては、道路交通法を厳守し、交通安全を最優先にして他の運転者や

地域の住民に対して危険な行為は絶対に行わない事を誓約します。 
4、 本大会が公開され取材や報道の写真・録画等に関しては主催者の権限であり 

対価を要求いたしません。 
また、主催者が参加名簿や写真・映像など使用公開する事を承諾し、異議申し

立てしない事を誓約します。 
 

ドライバー氏名（自筆署名 捺印） 

 
                                  印      月    日 
 

コ・ドライバー氏名（自筆署名 捺印） 

 
                                   印     月     日   




