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開催概要  

● Q1 Drive & Safety supports FIA／JAF Women in Motorsport  

FIA Women in Motorsport 議⾧で、WRC 初の女性優勝者であるミッシェル・ムートンさんの来日を受け「走る歓びを人生

の充実に」をコンセプトに、家族や女性など幅広い層で楽しめるドライブイベントを開催します。イギリス発祥で気軽に

楽しめる競技「AUTOTEST」や、キッズ・女性・男性にカテゴライズされたカートレース、ミシェル・ムートンさんと元 

WRC ドライバーの勝田照夫さん、世界最速女性レーサーの井原慶子さんによるトークショー、プレスカンファレンスなど

が行われます。当日 AUTOTEST に参加した方には JAF B 級ライセンス取得権利も与えられます。  

  

● FIA Women in Motorsport Commission  

FIA（国際自動車連盟）及び JAF（日本自動車連盟）が提唱する Women in Motor sport の活動に、FIA Women in 

Motorsport Commission（以下 WMC）アジア代表委員の井原慶子さんが「モータースポーツ界における女性の活躍」を推

進していくプロジェクト  

  

FIA WMC 議⾧・元 WRC 女性ラリースト ミシェル・ムートン氏が来日  

＜主な経歴＞  

1980 年 名門アウディから WRC に参戦。  

1981 年 ラリー・サンレモで女性として WRC 初優勝。  

1982 年 WRC で 3 勝を挙げ、激しいドライバーズタイトル争いを演じる。  

1985 年 アメリカのパイクスピーク・インターナショナル・ヒルクライムで          

総合優勝。  

  

現在、FIA において WMC の議⾧を務める。また、FIA が FIA・WRC 委員会の副議⾧、F1 などのサーキットレースも含め

た世界の一流ドライバーを集まり、その腕を競うイベントであるレース・オブ・チャンピオンズ（ROC）の副代表を務め

るなど第一線で活躍している。  

  

FIA WMC アジア代表委員・カーレーサー 井原慶子氏  

＜主な経歴＞  

1998 年 F1 ベネトンレースクイーングランプリ受賞。  

1999 年 フェラーリチャレンジでレースデビュー総合優勝。  

2005 年 国際 F3 選手権にフル参戦。入賞 7 回。  

2013 年 WEC ドライバーズランキング女性として世界 1 位  

2014 年 世界女性初 WEC の表彰台を獲得ルマンシリーズ史上初女性の総合優勝  

2016 年 アメリカ・セブリング 12 時間レース入賞近年、FIA 公認レースにおい

て女性ドライバーとしては世界最高成績を獲得。現在はミシェル・ムートンさんと共に FIA が推進する WMC アジア代表委

員を務める。また、世界選手権王者が集う FIA ドライバーズコミッションの女性代表委員を務める。 

また、世界選手権王者が集う FIA ドライバーズコミッションの女性代表委員を務める。  



   

 

  

イベント概要  

イベント名称  Q1 Drive & Safety supports FIA/JAF Women in Motorsport  

開催日  2016 年 11 月 12 日（土）  

開催時間  10:00～15:00 開場時間 9:00  

開催場所 イオンモール常滑 特設会場 

（会場レイアウトは次ページご確認願います） 

内容  ・Q1 レンタルカートレース（キッズ・女性・男性カテゴリー別）  

・AUTOTEST・女性レーサーによる同乗体験  

・ラリーファンの集い＆サイン会  

・ミシェル・ムートン氏・井原慶子氏・勝田照夫氏 トークショー  

・ミシェル・ムートン氏・井原慶子氏 プレスカンファレンス  

主催  Love Drive 株式会社、株式会社ラック  

協力  JMRC 中部（JAF 中部地域クラブ協議会） 

イオンモール常滑  

シーサイドサーキット（株式会社石野サーキット）  

参加料  

  

  

Q1 レンタルカートレース 大人 2,500 円・子ども 1,000 円  

Q1 AUTOTEST 1,000 円  

※希望者には JAF B 級ライセンスを発行します。要顔写真 4cm×3cm、取得料 JAF 

会員 3,100 円、非会員 6,000 円＋3,100 円（JAF 登録料含む）  

トークショー 無料  

駐車場料金  200 円／30 分（6 時間無料）  

参加申し込み  
申込締切:2016 年 11 月 8 日（火）まで ※定員に達し次第、締め切り  

申込方法:専用申込書を FAX にて送信いただきます。その後、指定口座に参加費のお振込みを

いただいた時点で受付完了となります。  

競技内容  次ページに記載  

競技主催  LUCK SPORT（JAF 加盟クラブ）、モンテカルロオートスポーツクラブ（JAF 加盟クラブ）  

お問い合わせ  株式会社ラック  

〒480-1103 愛知県⾧久手市岩作琵琶ヶ池 20-1 Q1 Drive & Safety 係  

TEL 0561-63-0101  FAX 0561-63-3535  

WEB https://qoneweb.wordpress.com  

  

  



   

 

  

  

会場全体図  

  

Q1 レンタルカートレース  

シーサイドサーキットのレンタルカートを使用し、イコールコンディションで競うカートレースです。女性クラス、

キッズクラス、男性クラス（初心者）の 3 クラスで、優勝者には賞品が贈られます。  

  

  

  

  

 ●女性クラス     ・定員      30 名（1 ヒート最大 15 台）  

              ・タイムトライアル 5 分間（予選のグリッドを決め 

ます。参加者が多い場合は中止）   

             ・予選      10 周（上位者から決勝へ進出）  

             ・決勝      10 周  

 ●キッズクラス     ・対象      身⾧ 140cm 以上  

             ・定員      16 名（1 ヒート最大 8 台）  

             ・タイムトライアル  5 分間（予選のグリッドを決めます。参加者が多い場合は

中止）  

             ・予選      10 周（上位者から決勝へ進出）  

             ・決勝      10 周  

 ●男性クラス（初心者） ・定員      30 名（1 ヒート最大 15 台）  

             ・タイムトライアル  5 分間（予選のグリッドを決めます。参加者が多い場合は

中止）  

             ・予選      10 周（上位者から決勝へ進出）  



   

 

  

             ・決勝      10 周  

  

  

オートテスト  

イギリス発祥のモータースポーツで、どんな車でも参加できる新

しいモータースポーツです。ヘルメットやレーシングスーツを着

用しなくても気軽に参加できる競技で、車両にもロールゲージや

レース用シートベルトの装着義務はありません。  

最低 1 か所以上、バックをするところがあり、短いコースを時

速 50km/h 以下で競う競技です。バックがあるため、MT 車や排

気量が大きい車が有利とは限らず、正確な運転技術を競います。  

安全運転につながる技術向上や、誰もが参加しやすいイベントと

して、JAF が推進するモータースポーツです。  

オートテストに参加すれば、JAF B 級ライセンスの取得資格を 

得ることができます。希望者には JAF B 級ライセンスを発行します。取得料は JAF 会員であれば 3,100 円、非会員であ

れば 9,100 円（JAF 登録料+3,100 円）です。発行には 4cm×3cm の顔写真が必要です。  

  

ミシェル・ムートン／井原慶子 トークショー  

FIA で WMC の議⾧を務め、女性のモータースポーツ参加を推進するミシェル・ムートンさんが来日します。WMC アジア代

表委員であり、モータースポーツにおける日本人女性の第一人者である井原慶子さんとのトークショーです。  
  

プレスカンファレンス  

女性の活躍が推進される中、モータースポーツ及び自動車文化の創造に、女性がどのような関わりをもち、どのように参

画していけるのか等を、ミシェル・ムートンさん、勝田照夫さん、井原慶子さんが発信します。  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



   

 

  

  

Q1 Drive & Safety 参加申込書 

ご記入いただく個人情報は、下記の「個人情報の取り扱い」の目的で記入いただくものであり、決してその他に使用することはありません。  

参加クラス  □Q1 レンタルカートレース  

□女性クラス □キッズクラス □男性クラス   

□Q1 オートテスト  

□JAF B 級ライセンス取得  

フリガナ    

氏名    

生年月日         年      月      日 （   歳）  

フリガナ    

住所  〒  

電話番号  自宅                         携帯  

E-Mail    

免許証  普通自動車免許 ※オートテストは必須です。  

免許証番号    

誓約書私は、本大会特別規則をはじめ国際モータースポーツ競技規則、国内競技規則など本競技に関わるモータースポ

ーツ競技諸規則を承認し遵守いたします。また、運転者は参加種目について標準能力を持ち、参加車両についてもコー

スまたはスピードに対して適性があり、競争が可能であることを申告いたします。私は、モータースポーツが危険性を

伴う競技であることを十分認識の上、自己の責任において誠実かつ適切に競技を遂行するとともに、本競技に関連して

万一事故が発生し、私や私の関係者が被害を被ることがあっても、社団法人日本自動車連盟（JAF）をはじめ競技関係

者（団体および個人）の方々に対していかなる責任も追及することはいたしません。尚、下記の『個人情報の取り扱い

について』の内容を理解し納得した上で申し込みを行います。以上、誓約いたします。  

大会事務局⾧殿      年    月    日  

●参加申込者  

                         印 ※印はサインでも結構です。  

●未成年者の場合、親権者の署名が必要です。  

                                               印 ※印はサインで結構です。  

個人情報の取り扱いについて個人情報は次の目的で利用させていただきます。 

(1)保険加入の手続き。(2)シーサイドサーキット会員登録の手続き。 

(3)JAF ライセンス及び JAF 加入の手続き（希望者）。(4)競技結果のデータベースの構築。  

ご提供いただいた個人情報は、上記の範囲を超えて利用することはありません。ただし、法令等で要求を受けた場合

は、この限りではありません。また、主催者を通して JAF に提供されることはありますが、その場合は JAF の規定に

て取り扱いさせていただきます。  

  


