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Super Tarmac 2019 特別規則書
-公
示本競技会は、一般社団法人日本自動車連盟（以下ＪＡＦという）公認のもとに国際自動車連盟（Ｆ
ＩＡ）の国際モータースポーツ競技規則に準拠したＪＡＦの国内競技規則とその細則、２０１９
年日本ラリー選手権規定、ラリー競技会規則、ＪＭＲＣ北海道ラリーシリーズ共通規定および本
競技会特別規則に従い開催される。
１ 競技会の名称
２０１９年ＪＡＦ北海道ラリー選手権第３戦
２０１９年ＪＭＲＣ北海道ＭＡＲＵＩラリーシリーズ第３戦
TOYOTA GAZOO Racing Rally Challenge 2019 joint cup 北海道シリーズ第３戦

Super Tarmac 2019
２ 格式
ＪＡＦ公認 準国内競技
３ 競技種目
四輪自動車によるラリー（タイムトライアルを含む）中・上級向
４ オーガナイザー
ラリーチーム．カンサー（ＲＴＣ）
〒０８０－０８６２
帯広市西１７条北１丁目３７－２０ クニイカーズ内
５ 開催日
２０１９年５月１２日(日)
６ 大会組織
大会事務局
〒０８０－００４７ 帯広市西１７条北１丁目３７－２０ ㈱クニイカーズ内
西川 雅敏
大会役員
名誉大会長
野尻 秀隆（陸別町長）
大会長
西川 雅敏
大会組織委員長
乙供 邦彦
組織委員 高田 孝
高橋 直樹
大会審査委員会
審査委員長
藤原 篤志(ＪＭＲＣ北海道ラリー部長)
審査委員
中田 省吾(ＪＭＲＣ北海道運営委員長)
大会競技役員
競技長
國井 長助
技術委員長
高田
孝
副競技長
乙供 邦彦
救急委員長
高橋 直樹
コース委員長
小野 健一
大会事務局長
西川 雅敏
計時委員長
乙供 邦彦
ＣＲＯ
山田 堅一
７ 競技の概要
コースの総距離：約１１１．８８ｋｍ
スペシャルステージの総距離：約１８．８９ｋｍ
スペシャルステージの数：７
デイの数：１
セクションの数：３
路面：舗装路面
サービス会場：砂利敷き
指示速度走行区間の有無：なし。
その他：ラリー競技開催規定第２条に従った（細則）スペシャルステージラリーの形式で
の開催規定を採用する。
８ 参加車輛およびクラス区分
ＪＡＦ北海道ラリー選手権(ＪＭＲＣ北海道ラリーシリーズチャンピオンクラス)
ＲＡ－１ 排気量が３０００ｃｃを超える車輌
ＲＡ－２ 排気量が３０００ｃｃ以下の車輌
ＲＡ－３ 排気量が１５００ｃｃ以下の二輪駆動の車輌及びＡＥ車輌(排気量区分なし)
ＲＡ－４ 排気量が１６００ｃｃを超えるＲＰＮ車輌
ＲＡ－５ 排気量が１６００ｃｃ以下のＲＰＮ車輌
ＪＭＲＣ北海道ラリーシリーズジュニアクラス
ＲＡ－１ 排気量が３０００ｃｃを超える車輌
ＲＡ－２ 排気量が３０００ｃｃ以下の車輌
ＲＡ－３ 排気量が１５００ｃｃ以下の二輪駆動の車輌及びＡＥ車輌(排気量区分なし)
ＪＭＲＣ北海道ラリーシリーズＫ－Ｃａｒクラス
Ｋ－Ｃａｒクラス 軽自動車（過給器の有無を問わない）
その他のクラス ビギナークラス/オープンクラス 排気量区分なし。
※TGRRCJC（joint cup）北海道シリーズ参加者は TGRRC 規定に従うこと。
ただし、車両規定は JMRC 北海道ラリーシリーズ共通規定に従うこと。
９ 参加料
ＪＡＦ北海道ラリー選手権(北海道チャンピオンクラス) ４４,０００円(５２,０００円)
ＪＭＲＣ北海道ラリージュニアクラス
３８,０００円(４６,０００円)
Ｋ－Ｃａｒクラス
３８,０００円(４６,０００円)
ビギナークラス/オープンクラス
２６,０００円(３２,０００円)
〈サービス車輌〉
登録 1 台につき
２,０００円
・上記参加料は参加者２名がＪＭＲＣ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)で非構成員の参加料より１名につき３，
０００
円を割り引いた金額とし、さらに互助会会員、スポーツ安全保険(加入証等により確認)で
非会員の参加料より１名につき１,０００円を割り引いた金額である。
・カッコ内の参加料は、２名ともＪＭＲＣ北海道加盟のクラブ・団体の非構成員であり、か
つ互助会、スポーツ安全保険未加入の場合の参加料である。
・前年度ＪＭＲＣ北海道ジュニアクラスのシリーズ１位のドライバーが選手権(北海道チャ
ンピオンクラス)にエントリーする場合の参加料は、ジュニアクラスの金額とする。
・ビギナークラスは、２名のクルーのうち、どちらかが本年度に新規にラリー競技に参加す
る場合を対象とし、その有効期間は 1 年間とする。また、当該クラスのドライバーが新規
であり、ジュニアクラスおよびＫ－Ｃａｒクラスに参加を希望する場合は当該参加料に、
プラス３,０００円(シリーズ分担金に相当)で参加できる。

ラリーチーム.カンサー（ＲＴＣ）

１０ 参加申込
本競技会の参加希望者は、所定の参加申込書に正しく記入し、添付書類を同封の上規定の
参加料を添えて申し込むものとする。
＜郵送先＞ 〒０８０－００４７ 帯広市西１７条北１丁目３７－２０㈱クニイカーズ内
Super Tarmac 2019 大会事務局 宛
ＴＥＬ ０１５５-６６-５５５５ ＦＡＸ ０１５５－６６－５５５６
URL：http://www.rtc-rally.com
＜振込先＞
北洋銀行帯広南支店 普通口座 ０２９１６８７
口座名義 ラリーチーム．カンサー（ＲＴＣ）会長 西川 雅敏
※１ 振込で入金の場合、振込控え及び必要書類を速やかに郵送すること。
※２ 参加受理票は発送しない。当クラブもしくはＪＭＲＣ北海道ＨＰで確認すること。
＜参加申込に関する確認先＞
大会事務局長 西川 雅敏
携帯 ０９０-３１１２-９３１２
Ｅ-mail yasuragi＠canvas.ocn.ne.jp
１１ スケジュール等
参加申込受付期間
２０１９年４月１５日（月）～４月２６日（金）
ラリーＨＱ
開設：５月１２日(日) ０５時４５分～大会終了時
場所： 陸別町宇遠別 「陸別町イベントセンター」
サービスパーク
開設：５月１２日(日) ０５時３０分～
公式掲示板
開設：５月１２日(日) ０５時００分～大会終了時
場所：ラリーＨＱ前
参加確認及びレキ受付
日時：５月１２日(日) ０５時５０分～０６時２０分
場所：ラリーＨＱ
レキ
日時：５月１２日(日) ０５時５０分～０７時３０分
公式通知で示されるレキスケジュールに従うこと。
第１回審査委員会
日時：５月１２日(日) ０８時３０分～０９時００分
場所：ラリーＨＱ 審査委員会室
公式車輌検査
日時：５月１２日(日) ０７時００分～０８時３０分
場所：サービスパーク
要領：車検要領はコミュニケーションにより示される。
タイヤ
本競技会で使用できるタイヤは２０１９年ＪＭＲＣ北海道ラリー共通規定による。
本競技会で使用できるタイヤの数量は制限しない。
シーリング
北海道ラリー選手権ＲＡ１クラス車輌のターボチャージャーシーリングは、
事前に技術委員長と調整のうえ、公式車輌検査までに封印を実施すること。
すでに封印がなされ、それが保持されている場合は有効とする。
スタートリストの公示
日時：５月１２日(日) ０９時００分
場所：公式掲示板
開会式及びブリーフィング
日時：５月１２日(日) ０９時００分～０９時１５分
場所：ラリーＨＱ前
ラリースタート
日時：５月１２日(日) ０９時３０分～
場所：ラリーＨＱ前
ラリーフィニッシュ
日時：５月１２日(日) １４時４１分～1 号車予定
場所：ラリーＨＱ前
閉会式及び表彰式
日時：５月１２日(日) １６時００分～
場所：ラリーＨＱ前
１２ その他
各クラスの最終ＴＣの早着については、タイムペナルティの対象としない。
スペシャルステージの計時は、１０分の１秒まで計測し成績に反映する。
１３ 賞典
ＪＡＦ北海道ラリー選手権(ＪＭＲＣ北海道チャンピオンクラス)
各クラス１～３位 ＪＡＦメダル・主催者トロフィー・副賞
４位以下 主催者トロフィー・副賞
ＪＭＲＣ北海道ジュニア各クラスおよびＫ－Ｃａｒクラス
１～３位 主催者トロフィー・副賞
ビギナークラス及びオープンクラス・副賞
※ただし各クラス参加台数の３０％を下回らない範囲で賞典の制限を行う。
１４ 本規則等の解釈
本規則及び競技に関する諸規則の解釈についての疑義が生じた場合は、
競技会審査委員会の決定をもって最終とする。
Super Tarmac 2019 大会組織委員会
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