第 34 回 EZO ENDLESS RALLY 特別規則書
2020 年 JAF 北海道ラリー選手権第 1 戦
2020 年 JMRC 北海道 MARUI ラリーシリーズ第 1 戦
TOYOTA GAZOO Racing Rally Challenge 2020 joint cup 北海道シリーズ第 1 戦
2020 年北海道スノーチャレンジカップ第 2 戦

第 34 回 EZO ENDLESS RALLY

特別規則書(草案)

開催日 : 2020 年 1 月 19 日(日)
開催地 : 新千歳モーターランド(北海道千歳市美々1292-560)
オーガナイザー : モータースポーツクラブ．エゾ（JAF 登録加盟クラブ No.01086）
〒003-0022 札幌市白石区南郷通 3 丁目南 2－5 ハイデンス B101
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）の公認のもとに国際自動車連盟（以下、
FIA という）
の国際モータースポーツ競技規則ならびにそれに準拠した JAF の国内競技規則とその細則、
2020 年日本ラリー選手権規定、2020 年 JMRC 北海道ラリーシリーズ共通規定並びに本特別規則に従い
開催する。
1. プログラム（スケジュール）
参加申込開始

12 月 23 日(月)～

参加申込締切

1 月 10 日(金)

HQ 開設時間

1 月 19 日(日)

5:50～表彰式終了時 ASP コントロールタワー2F

レッキ受付・参加確認

1 月 19 日(日)

6:00～6:30

レッキ

1 月 19 日(日)

6:30～8:20

公式車検

1 月 19 日(日)

8:15～9:00

サービスパーク

第 1 回審査委員会

1 月 19 日(日)

9:00～

ASP コントロールタワー2F

開会式・ブリーフィング

行わない。指示事項については、全て公式通知にて対応する。

スタートリスト公示

1 月 19 日(日)

9:15

ラリースタート

1 月 19 日(日)

9:30

サービスパーク

ラリーフィニッシュ

1 月 19 日(日)

14:20（予定）

サービスパーク

（クローズドクラス予定）11:10

暫定結果公示

1 月 19 日(日)

15:00（予定）

（クローズドクラス予定）12:00

表彰式

1 月 19 日(日)

サービス隣接ユニットハウス

公式掲示板(ユニットハウス内)

サービスパーク
公式掲示板
公式掲示板

15:30～（予定） サービス隣接ユニットハウス

（クローズドクラス予定）12:30～

サービス隣接ユニットハウス

2. 競技会の名称
2020 年 JAF 北海道ラリー選手権第 1 戦
2020 年 JMRC 北海道 MARUI ラリーシリーズ第 1 戦
TOYOTA GAZOO Racing Rally Challenge 2020 joint cup 北海道シリーズ第 1 戦
2020 年北海道スノーチャレンジカップ第 2 戦
第 34 回 EZO ENDLESS RALLY
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3. 格式 JAF 公認 準国内競技 (クローズドクラス併設) 公認番号 2020－8002
4. 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
5. オーガナイザー・共催・協賛・協力
(1) オーガナイザー
モータースポーツクラブ．エゾ（JAF 登録加盟クラブ No.01086）
代表 藤原 篤志
〒003-0022 札幌市白石区南郷通 3 丁目南 2－5 ハイデンス B101
TEL 050‐5438‐3415 090-2076-4388（18 時～22 時：大麻 浩美）
(2) 後援（予定）
（順不同）
北海道、千歳市、苫小牧市、北海道新聞社、北海道新聞 HotMedia、AIR-G'エフエム北海道、
ＦМノースウエーブ、毎日新聞北海道支社、日刊自動車新聞社、苫小牧民報社、千歳民報社
6. 開催場所 新千歳モーターランド
住所：北海道千歳市美々1292-560
7. 開催日 2020 年 1 月 19 日(日)
8. 大会組織
(1) 組織委員会
組織委員長

前鼻 一洋（EZO）

組織委員

瀬尾

組織委員

藤原 篤志（EZO）

毅（EZO）

(2) 大会審査委員会
審査委員長

中田 省吾（JMRC 北海道運営委員長）

審査委員

永井

真（JMRC 北海道副運営委員長）

(3) 大会競技役員
競技長

藤原 篤志（EZO）

副競技長

瀬尾

コース委員長 藤原 篤志（EZO）

計時委員長

大麻 浩美（EZO）

技術委員長

救急委員長

前鼻 一洋（EZO）

CRO

西尾 雄一（Roc.h・道協派遣）

福田 安則（EZO）

大会事務局長 大麻 浩美（EZO）

毅（EZO）

9. 競技会の概要
(1) 細目
コースの総距離：約 60ｋｍ(クローズド約 5ｋｍ)
スペシャルステージの数：7(クローズド 4)
スペシャルステージの総距離：約 10ｋｍ(クローズド約 4ｋｍ)
レグの数：1 セクションの数：3(クローズド 2)
路面：全コース圧雪アイスバーン
指示速度走行区間の有無：無し
その他：ラリー競技会開催規定第 2 条に従った(付則)スペシャルステージラリー開催規定を採
用する。
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(2) 参加車両
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 :
ラリー R、RJ、RPN、RF、AE 車両
JMRC 北海道ラリーシリーズ ジュニアクラス :
ラリー R、RJ、RPN、RF、AE、RB 車両
クローズド/オープンクラス :
ラリー R、RJ、RPN、RF、AE、RB 車両
(3) 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 クラス 排気量 3000cc を超える車輌
RA-2 クラス 排気量 1500cc を超え、3,000cc 以下の車両及び 1500cc 以下の 4 輪駆動の
車両
RA-3 クラス 排気量 1500cc 以下の二輪駆動車輌
RA-4 クラス 排気量 1500cc 以下の AT 車両及び AE 車両(排気量・駆動方式区分無し)
JMRC 北海道ラリーシリーズジュニアクラス
RA-1 クラス 排気量 3000cc を超える車輌
RA-2 クラス 排気量 1500cc を超え、3,000cc 以下の車両及び 1500cc 以下の 4 輪駆動の
車両
RA-3 クラス 排気量 1500cc 以下の二輪駆動車輌
クローズドクラス(北海道スノーチャレンジカップ)
AWD クラス 排気量及び変速機の手動・自動を問わず、4 輪駆動車輌
2WD クラス 排気量及び変速機の手動・自動を問わず、2 輪駆動車輌
オープンクラス

排気量・駆動方式による区分無し

※クローズドクラス参加車両は JAF ラリー競技開催規定附則：スペシャルステージラリー開
催規定第 5 条 1. 2) (3) に従い JAF 国内競技車両規則第 2 編ラリー車両規定第 2 章安
全規定第 2 条、第 3 条および第 4 条に定められた安全装置が装着されていなくとも参加
可能である。
※TOYOTA GAZOO Racing Rally Challenge 2020 joint cup 北海道シリーズについては、TGR
ラリーチャレンジ 2020 シリーズ規則書を参照のこと。
(4) 参加条件
クローズドクラス以外は、国内競技運転者許可証 A または B もしくは国際ラリー競技に有効な
競技運転者許可証の所持者とする。
(5) 参加台数
75 台まで
10. 参加申込手順
(1) 参加を希望する場合は、所定の参加申込書に正しく記入し、下記必要書類を同封(添付)の上、
期日までに規定の参加料を添えて申し込まなければならない。
参加者は必ず本大会中有効な搭乗者保険(又は互助会等)に加入しなければならない(クローズ
ドクラス含む)。
1）JMRC 北海道ラリー参加申込書(クローズドクラスは専用申込書を使用すること)
2）JMRC 北海道ラリー車両改造申告書(クローズドクラスは不要)
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3）車検証のコピー
4）ドライバーとコ・ドライバーの運転免許証のコピー
5）ドライバーとコ・ドライバーの競技者ライセンスのコピー(クローズドクラスは不要)
6) JMRC 北海道互助会 ラリー見舞金申込書（原本）又は競技に有効な対人賠償保険のコピー(ク
ローズドクラスは不要)
7) ドライバーとコ・ドライバーの互助会(スポーツ安全保険)会員証等のコピー
(2) 参加申込方法
1）メール又はファックスの場合
ファックスまたはメールで申込の場合、その原本(誓約書に署名入りのもの)を参加確認時に
必ず提出しなければならない。また、ファックスまたはメールを競技会事務局が受け取った
かどうかの確認は参加者が行わなければならない。
ファックスまたはメールで申込の場合、参加料はエントリー受付期間内に下記「振込先」に
記載の口座に振り込むこと。
メール: info@msc-ezo.org

FAX: 020－4664－2457

2）郵送の場合
郵送の場合、その原本を同封すること。また、参加料は現金書留で同封するか、エントリー
受付期間内に下記「振込先」に記載の口座に振り込むこと。
〒003－0022 札幌市白石区南郷通 3 丁目南 2－5 ハイデンス B101
モータースポーツクラブ．エゾ 事務局 大麻浩美 宛
※受理表は発行しない。参加申込みの確認は、当クラブのホームページに公開するエントリ
ーリストにより確認すること。
(3) 振込先(指定金融機関)
・郵便振替口座
口座番号 ０２７７０－３－４９９３６
口座名 モータースポーツクラブ．エゾ
・ジャパンネット銀行 ビジネス営業部（００５） 普通 １７２６３６７
口座名 モータースポーツクラブ．エゾ
※尚、事前送付する場合は振込み控えの写しを添付書類に同封し郵送のこと。
振込手数料は振込人が負担すること
(4) 参加料
＜競技車輌＞
JAF 北海道ラリー選手権

44,000 円(36,000 円)

(JMRC 北海道ラリーシリーズ チャンピオンクラス)
JMRC 北海道ラリーシリーズ ジュニアクラス

36,000 円(28,000 円)

オープンクラス

28,000 円(20,000 円)

クローズドクラス(北海道スノーチャレンジカップ)

16,000 円(14,000 円)

＜サービス車輌用スペース（テントのみ使用を含む）＞ １台につき 2,000 円
・上記参加料は、2 名とも JMRC 北海道加盟のクラブ・団体の非構成員であり、かつ互助会未加
入又は JMRC 北海道を加入団体とするスポーツ安全保険の未加入者の場合の参加料である。
・カッコ内の参加料は参加者 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
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円を割り引いた金額とし、さらに互助会会員（加入証等によって確認）又は JMRC 北海道を
加入団体とするスポーツ安全保険の加入者(加入証明できるものにより確認)であり非会員
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。
（JMRC 北海道ラリーシリーズ共通規定 11 条）
11. 整備作業の範囲
(1) タイヤの交換
(2) ランプ類のバルブの交換
(3) 点火プラグの交換
(4) V ベルトの交換
(5) 各部点検増締め
(6) 作業前に申告し、技術委員長が許可した内容
12. レッキ
レッキはレッキ指示書（別紙）に従い、下記のスケジュールにて行うこと（入口の受付時間）。
・Shin Chitose A

6 時 30 分～7 時 30 分 (最大 2 回迄)

・Shin Chitose B

6 時 30 分～7 時 30 分 (最大 2 回迄)

・Uenae Kita

7 時 20 分～8 時 20 分 (最大 2 回迄) ※クローズドは走行しない。

13. 賞典
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)
各クラス 1～3 位
4 位以下

JAF メダル・主催者表彰状・副賞
主催者表彰状・副賞

JMRC 北海道ラリーシリーズ ジュニアクラス
各クラス 1～3 位

主催者表彰状・副賞

クローズドクラス/オープンクラス
各クラス 1～3 位

主催者表彰状・副賞

※但し、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. その他
(1) タイヤ
タイヤはスタッドレス(スノー)とする(タイヤチェーンは、緊急脱出時のみ使用可)。
※北海道スノーチャレンジカップ参加者は通称ラリースタッドレスの使用は不可とする。
(2) ターボチャージャーシーリング
チャンピオン RA-1 クラス車両のターボチャージャーシーリングは、事前に大会事務局と打ち合
わせを行い済ませておくこと。すでに封印がなされ保持されていれば有効とする。
（年度をまた
いでいても可）
(3) タイムコントロール
各クラスの最終タイムコントロールは早着によるペナルティーをとらない。
一般公道においては通行の妨げになる様な行為をせず、交通法規を遵守して走行すること。
(4) スペシャルステージの計時
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。
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(5) 危険回避の為の処置について
スペシャルステージ内にてトラブル等にて停止し、オフィシャルが危険であると判断した場合、
危険回避を目的に当該車両をオフィシャルによって排除する。その場合、当該車両は当該 SS を
完走したものとし、当該 SS のタイムとして 5 分 00 秒を与える。また、当該車両が続くタイム
コントロールにおいて遅着があった場合でも、競技長が合理的と判断する範囲であればペナル
ティの対象としない。
(6) 練習走行の禁止
開催地域での練習走行を堅く禁じる。
関係者による練習走行が判明した場合、所属クラブ、チームのメンバーを含めて参加を拒否す
ることと、道路補修費等を請求する場合がある。
15. 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。
16. 施行
本規則は 2019 年 12 月 20 日から施行する。
第 34 回 EZO ENDLESS RALLY 大会組織委員会

封筒貼り付け用紙 切り取って、貼り付けて下さい。
郵送先
〒 ００３－００２２
札幌市白石区南郷通３丁目南２－５
ハイデンス B101
モータースポーツクラブ．エゾ事務局 大麻浩美 宛
ＴＥＬ：０５０‐５４３８‐３４１５
EZO ENDLESS RALLY 書類在中
同封書類

チェ
ック

1.ＪＭＲＣ北海道ラリー参加申込書（原本）
2.ＪＭＲＣ北海道ラリー車両改造申告書（原本）
3.JMRC 北海道互助会 ラリー見舞金申込書（原本）
又は競技に有効な対人賠償保険のコピー
4. 車検証のコピー
5.ドライバーとコ・ドライバーの運転免許証のコピー
6.ドライバーとコ・ドライバーの競技者ライセンスのコピー
7.ドライバーとコ・ドライバーの互助会(スポーツ安全保険)
会員証等のコピー
8.参加料振込控え
・郵便振替口座
口座番号 ０２７７０－３－４９９３６
口座名 モータースポーツクラブ．エゾ
・ジャパンネット銀行 ビジネス営業部（００５） 普通１７２６３６７
口座名 モータースポーツクラブ．エゾ

2019/12/18 Ver.3

