
    

2017 ARK Dynamic Trial 

特別規則書特別規則書特別規則書特別規則書（（（（草案草案草案草案））））    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

公公公公    示示示示    

本競技会は、本競技会は、本競技会は、本競技会は、一般一般一般一般社団法人日本自動車連盟（ＪＡＦ）公認のもとに社団法人日本自動車連盟（ＪＡＦ）公認のもとに社団法人日本自動車連盟（ＪＡＦ）公認のもとに社団法人日本自動車連盟（ＪＡＦ）公認のもとに、国際自動車連盟（Ｆ、国際自動車連盟（Ｆ、国際自動車連盟（Ｆ、国際自動車連盟（ＦＩＡ）の国際ＩＡ）の国際ＩＡ）の国際ＩＡ）の国際

モータースポーツ競技規則及びモータースポーツ競技規則及びモータースポーツ競技規則及びモータースポーツ競技規則及びそのそのそのその付則、付則、付則、付則、ＪＡＦ国内競技規則及びＪＡＦ国内競技規則及びＪＡＦ国内競技規則及びＪＡＦ国内競技規則及びそのそのそのその付則、付則、付則、付則、２０１７２０１７２０１７２０１７年年年年日本ジムカ日本ジムカ日本ジムカ日本ジムカ

ーナーナーナーナ////ダートトライアル選手権規定ダートトライアル選手権規定ダートトライアル選手権規定ダートトライアル選手権規定、、、、２０１７２０１７２０１７２０１７年年年年ＪＭＲＣＪＭＲＣＪＭＲＣＪＭＲＣ北海道ダートトライアルシリーズ統一規則北海道ダートトライアルシリーズ統一規則北海道ダートトライアルシリーズ統一規則北海道ダートトライアルシリーズ統一規則及び及び及び及び

本本本本競技会特別規則書競技会特別規則書競技会特別規則書競技会特別規則書に従って準国内競技として開催される（クローズド競技併催）。に従って準国内競技として開催される（クローズド競技併催）。に従って準国内競技として開催される（クローズド競技併催）。に従って準国内競技として開催される（クローズド競技併催）。    

    

第第第第 1111 条条条条    競技会名称競技会名称競技会名称競技会名称            

２０１７２０１７２０１７２０１７年ＪＡＦ北海道ダートトライアル選手権第年ＪＡＦ北海道ダートトライアル選手権第年ＪＡＦ北海道ダートトライアル選手権第年ＪＡＦ北海道ダートトライアル選手権第９９９９戦戦戦戦        

２０１７２０１７２０１７２０１７年ＪＭＲＣ年ＪＭＲＣ年ＪＭＲＣ年ＪＭＲＣ北海道ダートトライアルシリーズ第北海道ダートトライアルシリーズ第北海道ダートトライアルシリーズ第北海道ダートトライアルシリーズ第９９９９戦戦戦戦    

２０１７２０１７２０１７２０１７年ＪＭＲＣオールスター選抜年ＪＭＲＣオールスター選抜年ＪＭＲＣオールスター選抜年ＪＭＲＣオールスター選抜第９第９第９第９戦戦戦戦    

２０１７２０１７２０１７２０１７    ＡＲＫＡＲＫＡＲＫＡＲＫ    ＤｙｎａｍｉｃＤｙｎａｍｉｃＤｙｎａｍｉｃＤｙｎａｍｉｃ    ＴｒｉａｌＴｒｉａｌＴｒｉａｌＴｒｉａｌ    

第２第２第２第２条条条条    競技種競技種競技種競技種目目目目    

スピード行事（ダートトライアル）スピード行事（ダートトライアル）スピード行事（ダートトライアル）スピード行事（ダートトライアル）    

第３条第３条第３条第３条    格式格式格式格式    

ＪＡＦ公認ＪＡＦ公認ＪＡＦ公認ＪＡＦ公認    準国内競技（クローズドクラス併設）準国内競技（クローズドクラス併設）準国内競技（クローズドクラス併設）準国内競技（クローズドクラス併設）    

公認番号公認番号公認番号公認番号    2017201720172017 年第年第年第年第 TBATBATBATBA 号号号号    

第第第第４４４４条条条条    開催日開催日開催日開催日    

2017201720172017 年年年年 10101010 月月月月 1111 日日日日((((日日日日))))    

第第第第５５５５条条条条    開催場所開催場所開催場所開催場所    

オートスポーツランドスナガワオートスポーツランドスナガワオートスポーツランドスナガワオートスポーツランドスナガワ・ダート・ダート・ダート・ダートトライアルトライアルトライアルトライアルコースコースコースコース    

第６条第６条第６条第６条    オーガナイザーオーガナイザーオーガナイザーオーガナイザー    

アーク・オートクラブ・オブ・スポーツ（アーク・オートクラブ・オブ・スポーツ（アーク・オートクラブ・オブ・スポーツ（アーク・オートクラブ・オブ・スポーツ（TEAM ARKTEAM ARKTEAM ARKTEAM ARK））））    

〒〒〒〒０６５－００２８０６５－００２８０６５－００２８０６５－００２８    札幌市札幌市札幌市札幌市東東東東区区区区北北北北２８２８２８２８条条条条東東東東５５５５丁目丁目丁目丁目３－１８３－１８３－１８３－１８    株式会社株式会社株式会社株式会社    竹道竹道竹道竹道    内内内内    

第７条第７条第７条第７条    大会役員大会役員大会役員大会役員    

組織委員長組織委員長組織委員長組織委員長    馬場馬場馬場馬場    一弘一弘一弘一弘    組織委員組織委員組織委員組織委員                    竹道竹道竹道竹道    雄康雄康雄康雄康    

組織委員組織委員組織委員組織委員                                永井永井永井永井    真真真真    

第第第第８８８８条条条条    大会審査委員会大会審査委員会大会審査委員会大会審査委員会    

審査委員長審査委員長審査委員長審査委員長    恒松恒松恒松恒松    雅彦雅彦雅彦雅彦    ((((TTTTEAM ARKEAM ARKEAM ARKEAM ARK))))    

審査委員審査委員審査委員審査委員    菅野菅野菅野菅野    久久久久夫夫夫夫    ((((ＢＲＡＩＮＢＲＡＩＮＢＲＡＩＮＢＲＡＩＮ))))    ※※※※JMRCJMRCJMRCJMRC 北海道派遣北海道派遣北海道派遣北海道派遣    

第第第第９９９９条条条条    大会競技役員大会競技役員大会競技役員大会競技役員    

競技長競技長競技長競技長    馬場馬場馬場馬場    一弘一弘一弘一弘    コース委員長コース委員長コース委員長コース委員長                    竹道竹道竹道竹道    雄康雄康雄康雄康    

計時委員長計時委員長計時委員長計時委員長    永井永井永井永井    真真真真    技術委員長技術委員長技術委員長技術委員長                    石川石川石川石川    和男和男和男和男    

救急委員長救急委員長救急委員長救急委員長    矢野矢野矢野矢野    求求求求    事務局長事務局長事務局長事務局長                    永井永井永井永井    真真真真    

第１０第１０第１０第１０条条条条    公式通知公式通知公式通知公式通知    

本規則に記載されていない競技運営に関する実施細則及び指示事項は「公式通知」によ本規則に記載されていない競技運営に関する実施細則及び指示事項は「公式通知」によ本規則に記載されていない競技運営に関する実施細則及び指示事項は「公式通知」によ本規則に記載されていない競技運営に関する実施細則及び指示事項は「公式通知」によ

って示って示って示って示されされされされる。る。る。る。    

第１１条第１１条第１１条第１１条    競技クラス区分競技クラス区分競技クラス区分競技クラス区分    

＜＜＜＜JAFJAFJAFJAF 北海道選手権／北海道選手権／北海道選手権／北海道選手権／JMRCJMRCJMRCJMRC 北海道北海道北海道北海道シリーズシリーズシリーズシリーズチャンピオンチャンピオンチャンピオンチャンピオンクラスクラスクラスクラス    ＞＞＞＞    

FFFFFFFF----1 1 1 1 クラスクラスクラスクラス    

気筒容積１気筒容積１気筒容積１気筒容積１５５５５００００００００cccccccc 以下の２輪駆動の以下の２輪駆動の以下の２輪駆動の以下の２輪駆動のＮＮＮＮ、、、、ＢＢＢＢ、、、、ＳＡＳＡＳＡＳＡ、、、、SAXSAXSAXSAX、、、、SCSCSCSC 車両車両車両車両およびおよびおよびおよび    

気筒容積１６００ｃｃ以下の２輪駆動の気筒容積１６００ｃｃ以下の２輪駆動の気筒容積１６００ｃｃ以下の２輪駆動の気筒容積１６００ｃｃ以下の２輪駆動のＰＮ車両ＰＮ車両ＰＮ車両ＰＮ車両および全てのおよび全てのおよび全てのおよび全ての AEAEAEAE 車両車両車両車両    

（（（（FFFFFFFF----1111 クラスに参加する車両の年式制限を行う。クラスに参加する車両の年式制限を行う。クラスに参加する車両の年式制限を行う。クラスに参加する車両の年式制限を行う。2000200020002000 年（平成年（平成年（平成年（平成 12121212 年）年）年）年）10101010 月以降に月以降に月以降に月以降に

初年度登録された車両であること）初年度登録された車両であること）初年度登録された車両であること）初年度登録された車両であること）    

FFFFFFFF----2 2 2 2 クラスクラスクラスクラス    

RWDRWDRWDRWD クラスクラスクラスクラス    

            排気量区分なしの後輪駆動の排気量区分なしの後輪駆動の排気量区分なしの後輪駆動の排気量区分なしの後輪駆動の PNPNPNPN、、、、NNNN、、、、BBBB、、、、SASASASA、、、、SAXSAXSAXSAX、、、、SCSCSCSC 車両車両車両車両    

FFFFFFFF----2222    / / / / 4WD4WD4WD4WD----1 1 1 1 クラスクラスクラスクラス    

FFFFFFFF----1 1 1 1 クラスに該当しないクラスに該当しないクラスに該当しないクラスに該当しない 2222 輪駆動の輪駆動の輪駆動の輪駆動の PNPNPNPN、、、、NNNN、、、、BBBB、、、、SASASASA、、、、SAXSAXSAXSAX、、、、SCSCSCSC 車両車両車両車両    およびおよびおよびおよび    

気筒容積気筒容積気筒容積気筒容積 1111600cc600cc600cc600cc 以下の四輪駆動の以下の四輪駆動の以下の四輪駆動の以下の四輪駆動の NNNN、、、、BBBB、、、、SASASASA、、、、SAXSAXSAXSAX、、、、SCSCSCSC 車両車両車両車両    

4WD4WD4WD4WD----2 2 2 2 クラスクラスクラスクラス    

気筒容積気筒容積気筒容積気筒容積 1600cc1600cc1600cc1600cc を超える四輪駆動のを超える四輪駆動のを超える四輪駆動のを超える四輪駆動の NNNN、、、、BBBB、、、、SASASASA、、、、SAXSAXSAXSAX、、、、SCSCSCSC 車両車両車両車両    

D D D D クラスクラスクラスクラス    

本年度のスピード本年度のスピード本年度のスピード本年度のスピード DDDD 車両（車両（車両（車両（DDDD 車両）規定に適合した車両車両）規定に適合した車両車両）規定に適合した車両車両）規定に適合した車両    

レディース部門レディース部門レディース部門レディース部門    

ＬＬＬＬ－－－－１クラス：１クラス：１クラス：１クラス：気筒容積気筒容積気筒容積気筒容積２５００２５００２５００２５００cccccccc 以下の以下の以下の以下のＮＮＮＮ、、、、ＢＢＢＢ、、、、ＳＡＳＡＳＡＳＡ車両車両車両車両    

ＬＬＬＬ－－－－２クラス：２クラス：２クラス：２クラス：気筒容積気筒容積気筒容積気筒容積２５００２５００２５００２５００cccccccc を超えるを超えるを超えるを超えるＮＮＮＮ、、、、ＢＢＢＢ、、、、ＳＡＳＡＳＡＳＡ車両車両車両車両    

＜＜＜＜ＪＪＪＪＭＲＣ北海道ＭＲＣ北海道ＭＲＣ北海道ＭＲＣ北海道シリーズシリーズシリーズシリーズジュニアジュニアジュニアジュニアクラスクラスクラスクラス＞＞＞＞    

JJJJ----1 1 1 1 クラスクラスクラスクラス    

二輪駆動の二輪駆動の二輪駆動の二輪駆動の PNPNPNPN、、、、NNNN、、、、BBBB、、、、SASASASA、、、、SAXSAXSAXSAX、、、、SCSCSCSC 車両および全ての車両および全ての車両および全ての車両および全ての AEAEAEAE 車両車両車両車両    

JJJJ----2 2 2 2 クラスクラスクラスクラス    

四輪駆動の四輪駆動の四輪駆動の四輪駆動の PNPNPNPN、、、、NNNN、、、、BBBB、、、、SASASASA、、、、SAXSAXSAXSAX、、、、SCSCSCSC 車両車両車両車両    

ATATATAT----1 1 1 1 クラスクラスクラスクラス    

マニュアルミッション以外の二輪駆動のマニュアルミッション以外の二輪駆動のマニュアルミッション以外の二輪駆動のマニュアルミッション以外の二輪駆動の PNPNPNPN、、、、NNNN、、、、BBBB、、、、SASASASA、、、、SAXSAXSAXSAX、、、、AEAEAEAE 車両車両車両車両    

ATATATAT----2 2 2 2 クラスクラスクラスクラス    

マニュアルミッション以外の四輪駆動のマニュアルミッション以外の四輪駆動のマニュアルミッション以外の四輪駆動のマニュアルミッション以外の四輪駆動の NNNN、、、、BBBB、、、、SASASASA、、、、SAXSAXSAXSAX、、、、AEAEAEAE 車両車両車両車両    

＜＜＜＜クローズド部門クローズド部門クローズド部門クローズド部門＞＞＞＞    

クローズドクローズドクローズドクローズドクラスクラスクラスクラス：：：：気筒容積気筒容積気筒容積気筒容積、、、、車両区分なし車両区分なし車両区分なし車両区分なし    

賞典賞典賞典賞典外外外外クラスクラスクラスクラス：：：：気筒容積気筒容積気筒容積気筒容積、、、、車両車両車両車両区分なし区分なし区分なし区分なし    

第１２条第１２条第１２条第１２条    参加車両参加車両参加車両参加車両    

本競技会に参加が認められる車両は、本競技会に参加が認められる車両は、本競技会に参加が認められる車両は、本競技会に参加が認められる車両は、２０１７２０１７２０１７２０１７年年年年JAFJAFJAFJAF国内競技車両規則第３編スピード車両国内競技車両規則第３編スピード車両国内競技車両規則第３編スピード車両国内競技車両規則第３編スピード車両

規定に定める規定に定める規定に定める規定に定める PNPNPNPN 部門（部門（部門（部門（PNPNPNPN 車両）、車両）、車両）、車両）、NNNN 部門（部門（部門（部門（NNNN 車両）、車両）、車両）、車両）、SASASASA 部門（部門（部門（部門（SASASASA 車両）、車両）、車両）、車両）、SCSCSCSC 部門（部門（部門（部門（SCSCSCSC 車両）、車両）、車両）、車両）、

DDDD 部門（部門（部門（部門（DDDD 車両）、車両）、車両）、車両）、BBBB 部門（部門（部門（部門（BBBB 車両）、車両）、車両）、車両）、AEAEAEAE 部門の各車両規定に適合した車両とする。部門の各車両規定に適合した車両とする。部門の各車両規定に適合した車両とする。部門の各車両規定に適合した車両とする。    

第１３条第１３条第１３条第１３条    参加人数制限参加人数制限参加人数制限参加人数制限    

            １８０名までとする。１８０名までとする。１８０名までとする。１８０名までとする。    

第１４条第１４条第１４条第１４条    参加資格参加資格参加資格参加資格    

(1) (1) (1) (1) 当該車両を運転することができる運転免許証と、ＪＡＦ発給の当該年度に有効な国内競当該車両を運転することができる運転免許証と、ＪＡＦ発給の当該年度に有効な国内競当該車両を運転することができる運転免許証と、ＪＡＦ発給の当該年度に有効な国内競当該車両を運転することができる運転免許証と、ＪＡＦ発給の当該年度に有効な国内競

技運転者許可証Ｂ級以上を所持していること。ただし競技運転者は参加者を兼ねること技運転者許可証Ｂ級以上を所持していること。ただし競技運転者は参加者を兼ねること技運転者許可証Ｂ級以上を所持していること。ただし競技運転者は参加者を兼ねること技運転者許可証Ｂ級以上を所持していること。ただし競技運転者は参加者を兼ねること

ができる。ができる。ができる。ができる。    

(2) (2) (2) (2) 同一車両による重複参加は２名までとする。ただしチャンピオンクラス以外は同一車両による重複参加は２名までとする。ただしチャンピオンクラス以外は同一車両による重複参加は２名までとする。ただしチャンピオンクラス以外は同一車両による重複参加は２名までとする。ただしチャンピオンクラス以外は制限制限制限制限しなしなしなしな

い。い。い。い。    

(3) (3) (3) (3) ２０歳未満の運転者は参加申込に際して親権者の承諾書を提出すること。２０歳未満の運転者は参加申込に際して親権者の承諾書を提出すること。２０歳未満の運転者は参加申込に際して親権者の承諾書を提出すること。２０歳未満の運転者は参加申込に際して親権者の承諾書を提出すること。    

(4) (4) (4) (4) クローズドクラスは当該クラブ員で有効な運転免許証を所持していること。クローズドクラスは当該クラブ員で有効な運転免許証を所持していること。クローズドクラスは当該クラブ員で有効な運転免許証を所持していること。クローズドクラスは当該クラブ員で有効な運転免許証を所持していること。    

第１第１第１第１５５５５条条条条    参加料（１名に付き）参加料（１名に付き）参加料（１名に付き）参加料（１名に付き）    

１．チャンピオン１．チャンピオン１．チャンピオン１．チャンピオンクラスクラスクラスクラス    １４，０００円１４，０００円１４，０００円１４，０００円        ((((１８，０００円１８，０００円１８，０００円１８，０００円))))    

２．ジュニアクラス２．ジュニアクラス２．ジュニアクラス２．ジュニアクラス        １１１１３３３３，０００円，０００円，０００円，０００円        ((((１１１１７７７７，０００円，０００円，０００円，０００円))))    

３３３３．クローズド．クローズド．クローズド．クローズド部門部門部門部門            ８８８８，０００円，０００円，０００円，０００円        ((((    ９９９９，０００円，０００円，０００円，０００円))))    

1) 1) 1) 1) ＪＭＲＣＪＭＲＣＪＭＲＣＪＭＲＣ北海道に加盟するクラブ・団体の構成員（競技運転者許可証に押印されたクラブ北海道に加盟するクラブ・団体の構成員（競技運転者許可証に押印されたクラブ北海道に加盟するクラブ・団体の構成員（競技運転者許可証に押印されたクラブ北海道に加盟するクラブ・団体の構成員（競技運転者許可証に押印されたクラブ

登録印により確認）の参加料は、非構成員の参加料より１名につき登録印により確認）の参加料は、非構成員の参加料より１名につき登録印により確認）の参加料は、非構成員の参加料より１名につき登録印により確認）の参加料は、非構成員の参加料より１名につき（（（（    ）内の金額から）内の金額から）内の金額から）内の金額から３，３，３，３，

０００円を割り引いた金額０００円を割り引いた金額０００円を割り引いた金額０００円を割り引いた金額（ク（ク（ク（クローズドローズドローズドローズド部門部門部門部門を除くを除くを除くを除く))))とすとすとすとする。る。る。る。    

2) 2) 2) 2) ＪＭＲＣ北海道互助会会員ＪＭＲＣ北海道互助会会員ＪＭＲＣ北海道互助会会員ＪＭＲＣ北海道互助会会員（加入証等によって確認）（加入証等によって確認）（加入証等によって確認）（加入証等によって確認）の参加料は、非会員の参加料より１の参加料は、非会員の参加料より１の参加料は、非会員の参加料より１の参加料は、非会員の参加料より１

名につき名につき名につき名につき（（（（    ）内の金額から）内の金額から）内の金額から）内の金額から１，０００円を割り引いた金額とする。１，０００円を割り引いた金額とする。１，０００円を割り引いた金額とする。１，０００円を割り引いた金額とする。    

3) 3) 3) 3) 上記以外又は当日確認が出来なかった場合は上記以外又は当日確認が出来なかった場合は上記以外又は当日確認が出来なかった場合は上記以外又は当日確認が出来なかった場合は（（（（    ））））内の金額とする。内の金額とする。内の金額とする。内の金額とする。    

4) 4) 4) 4) 学生参加料については、学生参加料については、学生参加料については、学生参加料については、２０１７２０１７２０１７２０１７年年年年ＪＭＲＣＪＭＲＣＪＭＲＣＪＭＲＣ北海道ダートトライアル統一規則付則に準ず北海道ダートトライアル統一規則付則に準ず北海道ダートトライアル統一規則付則に準ず北海道ダートトライアル統一規則付則に準ず

る。る。る。る。    

第第第第 1111６６６６条条条条    参加申込参加申込参加申込参加申込    

                        参加申込期間：参加申込期間：参加申込期間：参加申込期間：２０１７２０１７２０１７２０１７年年年年９９９９月月月月１１１１１１１１日（日（日（日（月月月月）から）から）から）から９９９９月月月月２２２２２２２２日（日（日（日（金金金金）まで。）まで。）まで。）まで。    

参加を希望する場合は、所定の参加申込書にクラス区分、必要事項を正しく記入し、署名捺参加を希望する場合は、所定の参加申込書にクラス区分、必要事項を正しく記入し、署名捺参加を希望する場合は、所定の参加申込書にクラス区分、必要事項を正しく記入し、署名捺参加を希望する場合は、所定の参加申込書にクラス区分、必要事項を正しく記入し、署名捺

印のうえ、期印のうえ、期印のうえ、期印のうえ、期日までに申し込むこと。日までに申し込むこと。日までに申し込むこと。日までに申し込むこと。参加料は参加料は参加料は参加料は、現金書留、現金書留、現金書留、現金書留でのでのでのでの送付または送付または送付または送付または下記下記下記下記口座口座口座口座へへへへ振込振込振込振込

むむむむこと。こと。こと。こと。申込書の申込書の申込書の申込書の到着と参加料の入金が確認できたときに参加を受け付ける。到着と参加料の入金が確認できたときに参加を受け付ける。到着と参加料の入金が確認できたときに参加を受け付ける。到着と参加料の入金が確認できたときに参加を受け付ける。    

＜振込みの場合＞＜振込みの場合＞＜振込みの場合＞＜振込みの場合＞    

ゆうちょ銀行ゆうちょ銀行ゆうちょ銀行ゆうちょ銀行からからからから振込みの場合振込みの場合振込みの場合振込みの場合    

記号記号記号記号    １９０００１９０００１９０００１９０００        番号番号番号番号    ２４２９４８０１２４２９４８０１２４２９４８０１２４２９４８０１    

ゆうちょ銀行以外からゆうちょ銀行以外からゆうちょ銀行以外からゆうちょ銀行以外から振込みの場合振込みの場合振込みの場合振込みの場合                        

店番号店番号店番号店番号    ９０８９０８９０８９０８        口座番号口座番号口座番号口座番号    ２４２９４８０２４２９４８０２４２９４８０２４２９４８０    

口座名義口座名義口座名義口座名義    アーク・オートクラブ・オブ・スポーツアーク・オートクラブ・オブ・スポーツアーク・オートクラブ・オブ・スポーツアーク・オートクラブ・オブ・スポーツ    

                振込料は振込人が負担する振込料は振込人が負担する振込料は振込人が負担する振込料は振込人が負担することことことこと    

＜郵送の場合＞＜郵送の場合＞＜郵送の場合＞＜郵送の場合＞    

〒０６〒０６〒０６〒０６００００－０－０－０－０００００５３５３５３５３    札幌市札幌市札幌市札幌市中央中央中央中央区区区区南南南南３３３３条東条東条東条東２２２２丁目丁目丁目丁目５５５５    竹道竹道竹道竹道ビル２Ｆビル２Ｆビル２Ｆビル２Ｆ    永治屋永治屋永治屋永治屋    内内内内    

２０１７２０１７２０１７２０１７    ＡＲＡＲＡＲＡＲＫＫＫＫ    ＤｙｎａｍｉｃＤｙｎａｍｉｃＤｙｎａｍｉｃＤｙｎａｍｉｃ    ＴｒｉａｌＴｒｉａｌＴｒｉａｌＴｒｉａｌ    大会事務局大会事務局大会事務局大会事務局    宛宛宛宛    

ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ    ０１１－０１１－０１１－０１１－２５１２５１２５１２５１－－－－６６１７６６１７６６１７６６１７    

ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ    ０１１－０１１－０１１－０１１－２５１２５１２５１２５１－－－－６６２７６６２７６６２７６６２７    

(1(1(1(1))))    振込みの場合は振込みの控えの写しを振込みの場合は振込みの控えの写しを振込みの場合は振込みの控えの写しを振込みの場合は振込みの控えの写しを申込申込申込申込書類に同封し書類に同封し書類に同封し書類に同封してててて郵送郵送郵送郵送またはまたはまたはまたはファックス、ファックス、ファックス、ファックス、    

        電子メールで送付すること。電子メールで送付すること。電子メールで送付すること。電子メールで送付すること。（（（（振込振込振込振込名義人がわかるもの）名義人がわかるもの）名義人がわかるもの）名義人がわかるもの）    

この申込がファックスで送付される場合、その原本はエントリーの締切日から遅くとも３この申込がファックスで送付される場合、その原本はエントリーの締切日から遅くとも３この申込がファックスで送付される場合、その原本はエントリーの締切日から遅くとも３この申込がファックスで送付される場合、その原本はエントリーの締切日から遅くとも３

日以内にオーガナイザーに到着しなければならない。日以内にオーガナイザーに到着しなければならない。日以内にオーガナイザーに到着しなければならない。日以内にオーガナイザーに到着しなければならない。    

(2)(2)(2)(2) オーガナイザーは、理由を明示すること無く参加を拒否する権限を有する。オーガナイザーは、理由を明示すること無く参加を拒否する権限を有する。オーガナイザーは、理由を明示すること無く参加を拒否する権限を有する。オーガナイザーは、理由を明示すること無く参加を拒否する権限を有する。    

        この場合、参加料は手数料を引いて返還する。この場合、参加料は手数料を引いて返還する。この場合、参加料は手数料を引いて返還する。この場合、参加料は手数料を引いて返還する。    

(3)(3)(3)(3)    参加受付期間はオーガナイザーの都合で変更することがある。参加受付期間はオーガナイザーの都合で変更することがある。参加受付期間はオーガナイザーの都合で変更することがある。参加受付期間はオーガナイザーの都合で変更することがある。    

(4)(4)(4)(4)    正式参加受理後の参加料の返還はしない。正式参加受理後の参加料の返還はしない。正式参加受理後の参加料の返還はしない。正式参加受理後の参加料の返還はしない。    

(5) (5) (5) (5) 参加受理参加受理参加受理参加受理票票票票は発行しない。当クラブ公式ホームページにエントリーリストを掲載する。は発行しない。当クラブ公式ホームページにエントリーリストを掲載する。は発行しない。当クラブ公式ホームページにエントリーリストを掲載する。は発行しない。当クラブ公式ホームページにエントリーリストを掲載する。    

    http://www.team-ark.jp/ 
第第第第 1111７７７７条条条条    タイムスケジュールタイムスケジュールタイムスケジュールタイムスケジュール    

ゲートオープンゲートオープンゲートオープンゲートオープン    ＡＭＡＭＡＭＡＭ    ０７：３００７：３００７：３００７：３０    

参加確認参加確認参加確認参加確認    ＡＭＡＭＡＭＡＭ    ０８：００～０８：００～０８：００～０８：００～ＡＭＡＭＡＭＡＭ    ０８：３００８：３００８：３００８：３０    

公式車検公式車検公式車検公式車検    ＡＭＡＭＡＭＡＭ    ０８：００～ＡＭ０８：００～ＡＭ０８：００～ＡＭ０８：００～ＡＭ    ０８：４０８：４０８：４０８：４００００    

慣熟慣熟慣熟慣熟歩行歩行歩行歩行    ＡＭＡＭＡＭＡＭ    ０８：４０８：４０８：４０８：４００００～ＡＭ～ＡＭ～ＡＭ～ＡＭ    ０９：４０９：４０９：４０９：４００００    

ブリーフィングブリーフィングブリーフィングブリーフィング    ＡＭＡＭＡＭＡＭ    ０９：０９：０９：０９：４５４５４５４５    

競技開始競技開始競技開始競技開始    ＡＭＡＭＡＭＡＭ    １０：１０：１０：１０：００００００００    

第１第１第１第１８８８８条条条条    賞典賞典賞典賞典    

チャンピオンチャンピオンチャンピオンチャンピオン各各各各クラスクラスクラスクラス        １位～３位１位～３位１位～３位１位～３位    表彰状、表彰状、表彰状、表彰状、ＪＡＦメダルＪＡＦメダルＪＡＦメダルＪＡＦメダル、副賞、副賞、副賞、副賞    

ジュニアジュニアジュニアジュニア各各各各クラスクラスクラスクラス        １位～３位１位～３位１位～３位１位～３位    表彰状、副賞表彰状、副賞表彰状、副賞表彰状、副賞    

４位以下表彰状、４位以下表彰状、４位以下表彰状、４位以下表彰状、副賞副賞副賞副賞        

（（（（但し参加台数の但し参加台数の但し参加台数の但し参加台数の３０％以内３０％以内３０％以内３０％以内で最大６で最大６で最大６で最大６位迄位迄位迄位迄とする）とする）とする）とする）    

第第第第１９１９１９１９条条条条    ゼッケン番号ゼッケン番号ゼッケン番号ゼッケン番号    

オーガナイザーオーガナイザーオーガナイザーオーガナイザーがががが決定し、これに対する抗議は一切受決定し、これに対する抗議は一切受決定し、これに対する抗議は一切受決定し、これに対する抗議は一切受付けない。付けない。付けない。付けない。    

シードゼッケン該当者はＪＭＲＣ北海道ダートトライアル統一規則に従うこと。シードゼッケン該当者はＪＭＲＣ北海道ダートトライアル統一規則に従うこと。シードゼッケン該当者はＪＭＲＣ北海道ダートトライアル統一規則に従うこと。シードゼッケン該当者はＪＭＲＣ北海道ダートトライアル統一規則に従うこと。    

第２第２第２第２００００条条条条    スタートスタートスタートスタート    

スタートは原則としてスタートは原則としてスタートは原則としてスタートは原則として、各クラス毎、各クラス毎、各クラス毎、各クラス毎、ゼッケン順とする。、ゼッケン順とする。、ゼッケン順とする。、ゼッケン順とする。    

第２第２第２第２１１１１条条条条    参加者、運転者の遵守事項参加者、運転者の遵守事項参加者、運転者の遵守事項参加者、運転者の遵守事項    

ＪＭＲＣ北海道ダートトライアル統一規則第ＪＭＲＣ北海道ダートトライアル統一規則第ＪＭＲＣ北海道ダートトライアル統一規則第ＪＭＲＣ北海道ダートトライアル統一規則第１７条に従うこと。１７条に従うこと。１７条に従うこと。１７条に従うこと。    

第２第２第２第２２２２２条条条条    付則付則付則付則    

本規則並びに競技に関する本規則並びに競技に関する本規則並びに競技に関する本規則並びに競技に関する諸規則諸規則諸規則諸規則((((特別規則書、特別規則書、特別規則書、特別規則書、公式通知公式通知公式通知公式通知含む含む含む含む))))の解釈について疑義の解釈について疑義の解釈について疑義の解釈について疑義がががが生生生生

じた場合はじた場合はじた場合はじた場合は、競技会、競技会、競技会、競技会審査委員会の決定を最終とする。審査委員会の決定を最終とする。審査委員会の決定を最終とする。審査委員会の決定を最終とする。    

本規則書に記載されていない事項については、本規則書に記載されていない事項については、本規則書に記載されていない事項については、本規則書に記載されていない事項については、ＪＡＦ国内競技規則とその付則及びＪＡＦ国内競技規則とその付則及びＪＡＦ国内競技規則とその付則及びＪＡＦ国内競技規則とその付則及び２０１７２０１７２０１７２０１７

年日本ジムカーナ年日本ジムカーナ年日本ジムカーナ年日本ジムカーナ////ダートトライアル選手権規定、ダートトライアル選手権規定、ダートトライアル選手権規定、ダートトライアル選手権規定、２０１７２０１７２０１７２０１７年年年年ＪＭＲＣ北海道ダートトライアルＪＭＲＣ北海道ダートトライアルＪＭＲＣ北海道ダートトライアルＪＭＲＣ北海道ダートトライアル

シリーズシリーズシリーズシリーズ統一規則統一規則統一規則統一規則に準ずる。に準ずる。に準ずる。に準ずる。    

    

２０１７２０１７２０１７２０１７    ＡＲＫＡＲＫＡＲＫＡＲＫ    ＤｙｎａｍｉｃＤｙｎａｍｉｃＤｙｎａｍｉｃＤｙｎａｍｉｃ    ＴｒｉａｌＴｒｉａｌＴｒｉａｌＴｒｉａｌ    大会組織委員会大会組織委員会大会組織委員会大会組織委員会    


