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2020年 JMRC北海道	 オートテストシリーズ共通規定  

 
1,	 クラス  

JMRC北海道 オートテストシリーズは以下の 3クラスとする。 
・	 ATクラス 
・	 MTクラス 
・	 CL(チャレンジ )クラス  

 
2,	 クラス区分  
・	 ATクラス 

AT(マニュアルミッション以外)車両で参加の方。 
・	 MTクラス 

マニュアルミッション車両で参加の方。 
・	 CL(チャレンジ )クラス  
	 車両区分なし  

 
3,	 参加車両  
・違法改造車両の参加は認めない。 

 
4,	 参加資格  
・ドライバーは自身が参加する車両を運転するのに有効な運転免許証を所持していなければならな

い。 
・ドライバーが運転免許停止中の場合、参加は認めない。 
・ドライバーが未成年の場合、保護者の承諾書が無ければ参加出来ない。 
・同乗者は運転免許証を所持していなくとも良いが、年齢 6歳以上、且つ身長 140cm以上に限る。 
・同乗者が未成年の場合、保護者の承諾書が無ければ参加出来ない。ただし保護者がドライバーの

場合は除く。 
・チャレンジクラスに参加する者は競技会参加初心者及びビギナーとし、過去に本シリーズ

（MT,AT,CLクラス）においてシリーズ表彰が無い者とする。 
 
5,	 参加料  
・参加料は各オーガナイザーにより決定する。 
・シリーズ参戦とスポット参戦は参加料を分ける。 

	 ・シリーズ参戦者は事前参加表明（申込）をオーガナイザーにするものとし、JMRC 北海道のスポ
ーツ安全保険、または JMRC北海道互助会に加入を強く推奨する。 

	 ・当日参加者はスポット参戦としシリーズポイントは与えられない。JMRC 北海道スポーツ安全保
険及び JMRC北海道互助会加入を推奨する。 
（参考	 https://jmrc-hokkaido.org/?page_id=1144） 

 
6,	 シリーズの成立  
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6.1 競技会成立 
・1台以上の参加出走をもって成立とする。 

6.2 シリーズ成立 
・競技会 2戦以上の成立で、シリーズ成立とする。 

 
7,	 得点基準および順位認定  

7.1 得点基準 
7.1.1 完走得点：各競技会で完走したドライバーに対し、10点。 

7.1.2 成績得点：各競技会で完走したシリーズ参戦ドライバーに対し、競技結果成績に基づき各
クラス毎に下記得点を与える。なお、スポット参戦ドライバー成績得点は繰り上げてシリ

ーズ参戦者へ与える。 
 

1位 2位 3位 4位 5位 

10 6 4 2 1 
 
7.1.3 各戦得点：完走得点に成績得点を加えた点数を各戦に於ける得点とする。 
7.1.4予定競技会：2020年のシリーズは本規定の付則に示す９戦とする。 
 

7.2 シリーズ順位認定 
・シリーズ全戦を得点合計の対象とする。本年のシリーズで獲得した得点合計の多い方をシリー

ズ上位とする。 
・同一得点の場合は上位得点の獲得回数が多い順とする。それでも決まらない場合は同順とする。

また、同順が発生した場合、それ以下の順位は繰り上げない。(例：2位が 2名の場合：1位,2
位,2位,4位…とする。) 

 
8,	 シリーズ表彰  

2戦以上完走したドライバーを対象に、各クラス得点合計の上位 3名を JMRC北海道シリーズ戦モ
ータースポーツ表彰式(12月第 1土曜日)に於いて表彰を行う。 

 
9,	 損害の補償  
参加者は車両及び付属品が破損した場合、その責任は参加者各自が負わなければならない。 
参加者が会場施設を破損した場合、その責任は参加者自身が負わなければならない。 
参加者は JAFおよびオーガナイザー並びに大会役員が一切の損害賠償の責任を免除されている事を
了承していなければならない。即ち、大会役員はその役務に最善を尽くす事は勿論ですが、参加者

の負傷、死亡その他車両の損害事故に対しては、一切の補償、責任を負わない。 
 
10,	 本規則の施行  
本規則は 2020年 1月 1日より施行する。 
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－付則－  
・名称タイトル	 ：  
	 2020年 JMRC北海道 KPYオートテストシリーズ  第○戦	 各大会名  
 
・シリーズ対象イベント  
 
第１戦：2月	 ９日	 	 GR	 GSAD	 MSC 
	 	 	 	 開催場所：新千歳モーターランド	 スノーコース 
	 	 	 	 オーガナイザー：GR Garage札幌厚別通モータースポーツクラブ 
 
 
第２戦：○月○○日	 	 第	 回オートテスト 2020	 inノーザンアークリゾート（未定） 
	 	 	 	 開催場所：端野町	 ノーザンアークリゾート駐車場	 特設コース 
	 	 	 	 オーガナイザー：ネッツトヨタ北見 
	 	 	 	 連絡先：ネッツトヨタ北見株式会社	 TEL：0157-24-0010	 (担当：卜部) 
	 	 	  
第３戦：6月 14日 第 10回 オートテストチャレンジ 2020 Rd.1 
	 	 	 	 開催場所：オートスポーツランドスナガワ	 ジムカーナコース 
	 	 	 	 オーガナイザー：AG.メンバーズスポーツクラブ北海道(AG.MSC北海道) 
	 	 	 	 連絡先：entry@homei-gr.com	 TEL：011-864-2003(大会事務局)	 FAX：011-864-1182 
 
第４戦：7月 21日 第 11回 オートテストチャレンジ 2020 Rd.2 
	 	 	 	 開催場所：オートスポーツランドスナガワ	 ジムカーナコース 
	 	 	 	 オーガナイザー：AG.メンバーズスポーツクラブ北海道(AG.MSC北海道) 
	 	 	 	 連絡先：entry@homei-gr.com	 TEL：011-864-2003(大会事務局)	 FAX：011-864-1182 
 
第５戦：8月 9日 レッツトライ おーとてすと No.10 
	 	 	 	 開催場所：新千歳モーターランド	 ジムカーナコース 
	 	 	 	 オーガナイザー：カースポーツクラブコクピット(C.S.C.C.) 
	 	 	 	 連絡先：cscc01024@yahoo.co.jp	  TEL&FAX：011-873-2072 
 
第６戦：8月 30日 オートテスト inTOKACHI(仮称) 
	 	 	 	 開催場所：十勝スピードウェイ 
	 	 	 	 オーガナイザー：十勝スピードウェイクラブ(TOSC) 
	 	 	 	 連絡先：tokachi_info@msf.ne.jp	  TEL：0155-52-3910	 FAX：0155-53-3366 
 
第 7戦：9月 26日（土）オートテスト in函館 
	 	 	 	 開催場所：グリーンピア大沼特設コース 
	 	 	 	 オーガナイザー：TEAM FLYHINGH 
	 	 	 	 連絡先：	 TEL：	 FAX： 
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第 8.9戦：10月 18日	 レッツトライ おーとてすと No.11（未定） 
	 	 	 	 開催場所：札幌	 近郊	 特設コース（予定 NCML） 
	 	 	 	 オーガナイザー：カースポーツクラブコクピット(C.S.C.C.) 
	 	 	 	 連絡先：cscc01024@yahoo.co.jp	  TEL&FAX：011-873-2072 
 
 

2019年	 シリーズ表彰者 
MTクラス 

1位	 	 大貝	 進一	 	 	 	 2位	 	 中野	 貴人	 	 	 	 3位	 	 高橋	 篤司 
	 ATクラス 
1位	 	 松浦	 あきひさ	 	 2位	 	 清野	 断	 	 	 	 	 3位	 	 米川	 信一 
	 CLクラス 
1位	 	 リ	 	 エ	 	 	 	 	 2位	 	 中野	 幸恵	 	 	 	 3位	 	 楠	 	 知樹 
 

2018年	 シリーズ表彰者 
MTクラス 

1位	 	 大貝	 進一	 	 	 	 2位	 	 棟方	 大地	 	 	 	 3位	 	 五十嵐	 康文 
ATクラス	  

1位	 	 清野	 	 断	 	 	 	 2位	 	 松浦	 顕久	 	 	 	 3位	 	 米川	 信一	  
 

2017年シリーズ表彰者 
MTクラス 

1位	 	 小野	 圭一	 	 	 	 2位	 	 中野	 貴人	 	 	 	 3位	 	 大貝	 進一 
ATクラス 

1位	 	 清野	 	 断	 	 	 	 2位	 	 小野寺	 浩史	 	 	 3位	 	 帷子	 浩義 
 


