特別規則書
2018.4.8
公示
本競技会は、一般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（ＦＩＡ）の 2018 年国際モータ
ースポーツ競技規則および同付則、ＪＡＦ国内競技規則および同付則、2018 年日本ジムカーナ／ダートトライア
ル選手権規定並び「ＪＡＦ北海道地域クラブ協議会」（以下ＪＭＲＣ北海道）ジムカーナチャンピオンシリーズ/ジム
カーナラジアルシリーズ規定、及び共通規則並びに本規則に従って準国内競技として開催される。
第１条

シリーズ
2018 年ＪＡＦ北海道ジムカーナ選手権第１戦 チャンピオン部門 ミドル部門
2018 年ＪＭＲＣオールスター選抜第1 戦
第２条
開催日及び競技会の名称
2018 年4 月 8 日(日)
スーパースラローム in 千歳Rd１7
第３条
競技種目
スピード競技(ジムカーナ)
第４条
競技格式
JAF 公認：準国内競技【クローズド競技併催】
第５条
開催場所
新千歳モーターランド Active Safety Park
千歳市美々1292-560 TEL0123-23-5115
第６条
オーガナイザー
新千歳アクティブセーフティクラブ(NC.ASC)
北海道千歳市美々1292-560
新千歳モーターランド内 TEL(0123)23-5115 FAX(0123)23-5116
第７条
大会審査委員会
審査委員長 石川 和男(CSCC) JMRC 北海道運営委員会任命
審査委員
小池治郎(AGMSC 北海道)
第８条
大会役員
組織委員長 九谷田 聡
組織委員 小笠原 誠
安達 昇一
大会競技役員
競技長 猿川 仁
コース委員長 安達 昇一
計時委員長 佐々木 真司
技術委員長 小笠原 誠
事務局長 九谷田 聡
救急委員長 佐藤 大介
第９条
公式通知
本規則に記載していない競技運営に関する実施細則および指示は公式通知により通知される。
第１０条
参加車両及びクラス区分
ＪＭＲＣ北海道ジムカーナシリーズチャンピオン部門【ＪＡＦ選手権・ＪＭＲＣ北海道シリーズ】
1）スピードＰＮ車両部門
ＰＮ１クラス 気筒容積を制限しない前輪駆動(FF)および後輪駆動(FR)の PN 車両および AE 車両
ＰＮ２クラス 気筒容積および駆動方式を制限しない PN-1 以外の PN 車両
2)スピードＮ・SA・B 車両部門
SH-1 2 輪駆動の N・SA・SAX・B 車両
SH-2 ４輪駆動の N・SA・SAX・B 車両
3)ｽﾋﾟｰﾄﾞＳC 車輌部門
SC クラス クラス区分無し SC 車両
タイヤ規定１） PN クラスは 2014 年全日本ジムカーナ/ダートトライアル選手権規定第 2 章第 2 条２）を適用
する。
タイヤ規定 2) SH クラスで通称S タイヤ(ラジアル規定参照)を使用する場合本年JAF 国内競技車両規則第３
編スピード SA 車両規定第8 条にしたがうこと。
ミドルクラス[JMRC 北海道シリーズ]
4）スピードＰ・ＰＮ・Ｎ・ＳＡ・Ｂ・ＳＣ・ＡＥ・SAX 車両部門
８６/BRZ クラス トヨタ８６及びスバル BRZ クラス
Ｒ－１クラス Ｒ－２クラス以外の2輪駆動、4輪駆動のAT,CVT車を含む車輌(過給器付き軽自動車
を含む)
Ｒ－２クラス 気筒容積3000ｃｃ(過給器換算1.7 を乗じる)を超える 4 輪駆動の車輌
R-Eco クラス 以下の条件を１個以上満たした参加を除外されていない車両
ａ AT 車両を含む気筒容積1６００ｃｃ以下のガソリンエンジン自動車排出ガス車両認定
の平成10 年12 年17 年以降の各規制の認定を受けた過給器なしの車両であること。
ｂ AT/CVT 車両を含む RV 車両。
ｃ ＡＴ/CVT 車両を含むディーゼルエンジン車両
ｄ ＡＴ/CVT 車両を含む属に電気モーター、及び電気モーターとエンジンを併用し動力をする車
両
ｅ ＡＴ車両を含む年式を問わず、過給器（ﾀｰﾎﾞ、ｽｰﾊﾟｰﾁｬｰﾁﾞｬｰ）無の軽自動車
除外車両
＊

a.の車両のシビックＥＫ３、EK9,ミラージュＣＪ/ＣＫ/ＪＭ２Ａ,ロータリーエンジン車

ラジアルクラスは一般市販ﾗｼﾞｱﾙタイヤとなります。タイヤに関しては 2018JMRC北海道ジムカーナシ
リーズ共通規則をご覧ください。
クローズドクラス
80 クラス
：80 年代に製造されていた車輛
ビギナークラス
：今年度JMRC 北海道に属するクラブ主催のオートテストに参加された方。
FＲＢ-K1 クラス
：軽自動車NA 車輛クラス
FＲＢ-K2 クラス
：軽自動車ターボ車輛クラス
クローズドクラス ：気筒容積区分及び車輌区分オープン
ＦＵクラス
：(クローズド道学連クラス)車両区分なし
貼り物クラス
：痛車、レプリカクラス
Ｆクラス
：気筒容積区分車輌区分オープン

賞典外
：排気量及び車両限定なし。
第１１条
参加資格
１）
該車両を運転する事が出来る運転免許証と、当該年度有効なＪＡＦ運転者許可証（クローズドク
ラス以外）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出来る。
２）
ＪＭＲＣ北海道に加盟しているクラブ・団体に所属している者を対象にＪＭＲＣ北海道のシリーズ
ポイントを与える。
３）
ＪＭＲＣ北海道の互助会に加入する事を強く推奨する。
４）
２０才未満の運転者は、参加申し込みに際し親権者の承諾書を提出すること。
５）
クローズドクラスは当該クラブ員(一時会員とする)で有効な自動車運転免許証を所持しているこ
と。
６）
競技参加者は競技会会場内に限り自己の責任においてエアバック装置付きステアリングホイー
ルを変更又は交換することができる。
第１２条
参加台数
1) １２０台迄とする。（但し、選手権クラス以外はその限りではない。）
2) 同一運転者は１つの競技会で１つのクラスのみ参加できる。
3) 同一車両での重複参加は２名までとする。(地方区戦クラスのみ)
第１３条
参加料（１名に付き）
1) チャンピオンシリーズ各クラス参加料
14,000 円(18000 円)
2) ミドルシリーズ各クラス参加料
1２,000 円(13000 円)
3) ミドルシリーズ JMRC 北海道構成員
11,000 円ｎ(12,000 円)
3) クローズドクラス
5,000 円(6,000 円)
※上記1)2)クラスに参加する女性は 1000 円を差引く。
※１)の（ ）料金チャンピオンシリーズは JMRC 北海道加盟ｸﾗﾌﾞ､団体の非構成員及び互助会又はスポー
ツ安全保険未加入者の参加料金でラジアル及びクローズド部門は互助会又はスポーツ安全保険未加
入者の参加料になります。
※ステップアップ参加者は上記1)2)参加料より 1000 円を差引く。
※共通規則第14 条に従う、また共通規則詳細付則参照のこと
※ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ、および R☆参加者は参加クラス記入欄にＳアップおよび☆を記入のこと
第１４条
参加申し込み
１）参加申し込み締め切り
平成３０年３月２０日～４月４日迄必着
２）参加申し込み先
０６６－００１２
千歳市美々1292-560
新千歳モーターランド 宛
ＴＥＬ 0123-23-5115 ＦＡＸ 0123-23-5116
３）参加申し込みは、参加申込書に必要事項を正確に記入し参加料を添えて申し込むこと。
４）参加申し込みが郵送の場合、必ず現金書留で郵送すること。
５）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）
６）締め切りはオーガナイザーの都合で延期することがある。
７）参加受理票は発行しません。
８）参加申し込みに際して、JMRC 北海道の会員が優先される。
第１５条
タイムスケジュール
参加確認
ＡＭ０８：００～０８：４０
車検
ＡＭ０８：１０～０８：５０
コースオープン
ＡＭ０８：４０～０９：４０ 予定
ブリーフィング
ＡＭ０９：４５
予定
競技開始
ＡＭ１０：１０ スタート 予定
（タイムスケジュールに遅れると出走できない事があります。）
第１６条
賞典
各クラス
１位～３位 トロフィーｏｒ盾・ＪＡＦメダル（選手権）・副賞
4 位以下 トロフィーｏｒ盾・副賞（３０％以内最大１０位迄）
第１７条
ゼッケン番号
オーガナイザーにて決定し、これに対する抗議は一切受け付けない。（競技進行上支障
がある場合を除く）
第１８条
参加者、運転者の厳守事項
ＪＭＲＣ北海道ジムカーナｼﾘｰｽﾞ統一規則第16 条に従うこと。
第１９条
競技上のペナルティー
ＪＭＲＣ北海道ジムカーナ統一規則第19 条に準ずる。
第20 条 抗議
ＪＭＲＣ北海道ジムカーナ統一規則第27 条に準ずる。
第21 条 順位の決定
ＪＭＲＣ北海道ジムカーナ統一規則第25 条に準ずる。
第22 条 競技会の延期または中止
ＪＡＦ国内競技規則３－７に準ずる。
第23 条
付則
本規則並びに競技に関する規定や公式通知の解釈について疑義生じた場合は審査委員
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、2018 年全日本ジムカーナ/ダートトライアル規
定及びＪＭＲＣ北海道統一規則及びＪＡＦの国内競技規則およびその付則に準ずる。
スーパースラロームＩＮ千歳組織委員

