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ＪＭＲＣ北海道ジムカーナシリーズ統一規則  ― 付則 ―(案-2) 

 

統一規則 第２条  開催日及び競技会の名称 

 2021 年 JAF 北海道ジムカーナ選手権 第 ○ 戦 

 2021 年 JMRC 北海道 SPARCO アウティスタ ジムカーナシリーズ 第 ○ 戦 

 2021 年 JMRC オールスター選抜 第 ○ 戦 

 

第１戦   スーパースラローム in 千歳 Rd23   4 月 11 日 (日) 

第２戦   コクピットチャレンジジムカーナ    5 月  9 日 （日） 

第３戦   AG.MSC 北海道ハイスピードチャレンジジムカーナ  6 月 13 日 (日) 

Ex Rd    北海道オールジャパンジムカーナ   6 月 26-27 日(土日)全日本併催 

第４戦   チボーターマックアタック    7 月 11 日 (日) 

第５戦   コクピットテクニカルジムカーナ    8 月  8 日 (日) 

第６戦   ２０２１年 TOKACHI ショートトラックジムカーナ  9 月  5 日 (日) 

第７戦   スーパースラローム in 千歳 Rｄ24   9 月 25 日 (日) 

 

統一規則 第 5 条  開催場所 

JAF 北海道

選手権 

JMRC 北海道 SPARCOアウ

ティスタジムカーナ シリーズ 

開催場所 

1,2,5,7 1,2,5,7 新千歳モーターランド 千歳市美々1292-560 

3,4 3,4 Middle(JGC ExRd) オートスポーツランドスナガワ 砂川市オアシス町 158 番地 

6 6 十勝スピードウェイ ジムカーナコース 河西郡更別村弘和 477 番地 

統一規則 第 6 条  オーガナイザー 

JAF 北海道

選手権 

JMRC 北海道 SPARCOアウ

ティスタジムカーナシリーズ 

オーガナイザー 

第１戦 第１戦 新千歳アクティブセーフティークラブ（ＮＣ．ＡＳＣ） 

第２戦 第２戦 カースポーツクラブコクピット（Ｃ.Ｓ.Ｃ.Ｃ.） 

第３戦 第３戦 ＡＧ．メンバースポーツクラブ北海道（AG.MSC 北海道） 

ExRd Middle(JGC ExRd) カースポーツクラブコクピット（Ｃ.Ｓ.Ｃ.Ｃ.） 

ＡＧ．メンバースポーツクラブ北海道（AG.MSC 北海道） 

第４戦 第４戦 チーム・チボー（THIBAULT） 

第５戦 第５戦 カースポーツクラブコクピット（（Ｃ.Ｓ.Ｃ.Ｃ.） 

第６戦 第６戦 十勝スピードウェイクラブ（ＴＯＳＣ） 

第７戦 第７戦 新千歳アクティブセーフティークラブ（ＮＣ．ＡＳＣ） 

統一規則 第 35 条  参加申込および問い合わせ先 

JMRC シリーズ 参加申込および問い合わせ先 

第１戦 

第７戦 

 

〒066-0012  千歳市美々1292―560 新千歳モーターランド内 

 スーパースラローム in 千歳 大会事務局  

Tel：0123-23-5115    Fax：0123-23-5116 

第２戦 

第５戦 

 

〒003-0876  札幌市白石区東米里 2081-89  ガレージコクピット内 

 コクピット ジムカーナ 大会事務局 

Tel：011-873-2072    Fax：011-873-2072 

 

第３戦 

〒003-0022  札幌市白石区南郷通 19 丁目南 4‐9 

 AG.MSC 北海道ハイスピードチャレンジジムカーナ大会事務局 

Tel：:011-864-2003    Fax:：011-864-1182  
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全日本 併催 

Mi(JGC ExRd) 

〒003-0022  札幌市白石区南郷通 19 丁目南 4‐9 

 北海道オールジャパンジムカーナ大会事務局 

Tel:：011-864-2003    Fax：:011-864-1182  

 

第４戦 

〒003-0022  札幌市白石区南郷通 19 丁目南 4‐9 

 チボーターマックアタック大会事務局 

Tel:011-864-2003 Fax:011-864-1182  

 

第６戦 

〒089-1573 河西郡更別村弘和477 番地 

十勝スピードウェイ内 

2021 年 TOKACHI ショートトラックジムカーナ 

Tel：0155-52-3910    Fax：0155-53-3366 

統一規則 第 14 条 の参加料の設定 （基準） 

１） チャンピオン部門 各クラス 参加料  00,000 円  （00,000 円） 各主催者にて設定 

２） チャンピオン部門 ステップアップ  参加料  00,000 円  （00,000 円） 各主催者にて設定 

３） ミドル部門 各クラス 参加料   00,000 円  （00,000 円） 各主催者にて設定 

４） ミドル部門 ステップアップ 参加料  00,000 円  （00,000 円） 各主催者にて設定 

JMRC 北海道ジムカーナシリーズ外参加クラス 

５） ミドル部門  ☆ 参加料   00,000 円  （10,000 円） 各主催者にて設定   

６） クローズドオープンクラス（№無し車両）  00,000 円  （00,000 円） 各主催者にて設定 

７） クローズド部門ビギナークラス   00,000 円  （00,000 円） 各主催者にて設定 

８） 道学連クラス           00,000 円  （00,000 円） 各主催者にて設定 

９） お任せクラス(例：ジムキタクラス)          00,000 円  （00,000 円） 各主催者にて設定 

( )内の料金：チャンピオン部門各クラスは JMRC 北海道加盟のクラブ･団体の非構成員及び互助会又はJMRC 北海道を加入

団体とするスポーツ安全保険未加入者の参加料金でミドル部門は JMRC 北海道加盟のクラブ･団体の非構成員及び互助会又

はJMRC北海道を加入団体とするスポーツ安全保険未加入者の参加料になります。オーガナイザーにて設定変更可（JAF,JMRC

では JAF登録クラブへの加入を推奨しています） 

参加料の設定詳細 

a) JMRC 北海道ジムカーナシリーズチャンピオン部門各クラス及びミドル部門各クラス参加料には JMRC 北海道シリーズ分担金

1,500 円が含まれる。 

b) 北海道シリーズチャンピオン部門各クラス参加料はJMRC北海道加盟のクラブ･団体構成員で競技運転者許可証に捺印された

クラブ登録印により確認できることで非構成員参加料から3,000円をさらに競技会当日互助会又はJMRC北海道を加入団体と

するスポーツ安全保険加入証等の提示により確認できることで 1,000 円を（ ）内参加料から差し引いた金額である。 

c) 北海道シリーズミドル部門各クラス参加料は競技会当日互助会又は JMRC 北海道を加入団体とするスポーツ安全保険加入

証等の提示により確認できることで（ ）内未加入者参加料から 1,000 円を差し引いた金額である。 

d) ステップアップ参加料は前年度ラジアルミドルシリーズ２位までの選手がチャンピオン部門に参加する場合または，当該年度 JMRC

北海道ジムカーナシリーズのクローズド部門クラス参加により競技運転者許可証を取得した者を対象に当該年度北海道ジムカ

ーナシリーズ各クラス参加料から 1,000 円差し引いた金額である。 

e) スター(☆)参加料（賞典外扱い）は北海道ジムカーナシリーズミドル部門各クラス参加料から 3,000 円を差し引いた金額である。 

f) 北海道シリーズチャンピオン部門またはミドル部門に参加する学生の参加料は同一学校より同時申込にて２名以上の場合 1 名

につき 1,000 円差し引き、３名以上の場合で 1 名につき 1,500 円差し引き、５名以上の場合 1名につきで 2,000 円差し引いた参

加料とする。ただし参加申し込みの際に現役学生である旨のコピー等を添付する事を必須とする。また、ステップアップ参加料のに

も適応も可能とする。 

g) 主催者は参加者の要望に応じたクラスを任意で設けることができる。で※任意設定可能クラス（ショップ、チーム、オフ会、車両指

定、年齢指定、クラス名等）参加者で設定出来るクラスで主催者と要相談とする。 

JMRC 北海道ジムカーナ部会 

 


