JAF 公認準国内競技

第１９回ＯＳＣダイナミックダート
特別規則書(草案）

公
示
本競技会は、日本自動車連盟（JAF）公認のもとに、FIA の国際モータースポー
ツ競技規則並びにそれに準拠した 2022 年 JAF 国内競技規則及びその付則 JAF 北
海道地域クラブ協議会、JMRC 北海道ダートトライアルシリーズ統一規則並びに
2022 年日本ジムカーナ／ダートトライアル選手権規定に従い、
かつ本競技会特別規
則に従って開催される。
１：競技会名称
2022 年 JAF 北海道ダートトライアル選手権 第 4 戦
2022 年 JMRC 北海道 WinmaX ダートトライアルシリーズ 第 4 戦
2022 年 JMRC オールスター選抜第 4 戦
第 19 回 OSC ダイナミックダート
２：競技会格式
JAF 公認準国内競技（クローズドクラス併設）
３：競技種目
ダートトライアル競技
４：主催者
帯広スピリットカークラブ（Team-OSC）
〒080－2460
帯広市西 20 条北 2 丁目 24－2
TEL 0155－58－2208
５：開催日時
2022 年 6 月 12 日
６：開催場所
イーストジャパンオフロードスタジアム
７：大会役員
大会組織委員長
笠原 司 （Team-OSC 会長）
大会組織委員
松田 俊彦 （Team-OSC 副会長）
目黒 浩治
大会審査委員長
永井 真 （チボー）
大会審査委員
石丸 和久（MSC カイト）
競技役員
競技長
笠原 司
副競技長
目黒 浩治
コース委員長
宇野 直哉
計時委員長
松田 俊彦
技術委員長
目黒 浩治
救急委員長
宇野 祐哉
大会事務局長
笠原 司
８：公式通知
本競技会規則に記載のない競技運営に関する実施細則及び、参加者に対する
指示事項は公式通知によって示される。
９：参加資格
1)参加者はＪＭＲＣ北海道ダートトライアルシリーズ統一規則第 13 条に定
められた者とする。
2)同一車輌による参加は 2 名までとする。但し、･チャンピオンシリーズ以外
は制限されない。
3)20 歳未満の競技運転者は参加申込の際、親権者の承諾を必要とする。
10：参加車輌
当競技会に参加が認められる車輌は、
2022年JAF国内競技車輌規則第3編、
スピード車輌規定の P 車輌・AE 車輌・PN 車輌・N 車輌・Ｂ車輌・SA 車輌・
SAX 車輌・SC 車輌・D 車輌とする。
11：参加台数
100 台迄
12：クラス区分
JAF 北海道ダートトライアル選手権
JMRC 北海道ダートトライアルチャンピオンシリーズ
◎FF-1 クラス 気筒容積 1,600 ㏄以下の 2 輪駆動の P、PN、N、B、SA、SAX、
SC 車輌及び、排気量区分なしの 2 輪駆動の AE 車輌
（※FF-1 クラスに参加する車輌の年式制限を行う（AE 車輌は
除く）
。その年式は、2000 年（平成 12 年 10 月以降に初年度
登録された車輌であること）
◎FF-2/4WD‐1 クラス FF-1 クラスに該当しない 2 輪駆動の P、
PN、
N、
B、
SA、SAX、SC 車輌及び、気筒容積 1,600 ㏄以下の
4 輪駆動の P、PN、N、B、SA、SAX、SC 車輌及
び、排気量区分なしの 4 輪駆動の AE 車輌
◎RWD クラス
排気量区分なしの後輪駆動の P、PN、N、B、SA、SAX、
SC 車輌
◎4WD-2 クラス 気筒容積 1,600 ㏄を超える 4 輪駆動の P、PN、N、SA、
SAX、SC 車輌
◎D クラス
クラス区分なしの D 車輛
JMRC 北海道ジュニアシリーズ
・ J‐１クラス
2 輪駆動の P、PN、AE、N、B、SA、SAX、SC 車輌
・ J‐２クラス
4 輪駆動の P、PN、AE、N、B、SA、SAX、SC 車輌
◎スピード AT 車輌部門

・ AT‐1 クラス
・ AT‐2 クラス

マニュアルミッション以外の 2 輪駆動の P、PN、AE、
N B、SA、SAX 車輌
マニュアルミッション以外の 4 輪駆動の P、PN、AE、
N、B、SA、SAX 車輌

◎シリーズ外部門
・ クローズドクラス 車輌区分なしの P、PN、N、SA、SAX、B、AE、AT
RWD、SC 車輌
13：参加申込場所及び参加受付期間
1)受付場所
〒080‐2460 帯広市西 20 条北 2 丁目 24 番 2
カサハラエンジニアリングサービス内 OSC 事務局 笠原 司
TEL (0155) 58-2208・090-3117- 1126
(0155) 35-1543（夜間）FAX (0155) 58-2278
2)受付期間
令和 4 年 5 月 30 日～6 月 5 日まで必着とする。
14：参加料
チャンピオンシリーズクラス
14,000 円（18,000 円）
ジュニアシリーズクラス
13,000 円（17,000 円）
クローズド部門クラス
8,000 円
※ 但し、JMRC 北海道に加盟するクラブ団体の構成員であることが当日ライ
センス裏に証印された登録印によって確認できることで（ ）内金額から
3,000 円差引かれた参加料となる。
※ 参加者がJMRC 互助会会員であることを競技会当日加入証当により提示確
認出来ることで（ ）内金額から 1,000 円差引かれた参加料となる。
※ 学生参加料についてJMRC 北海道ダートトライアルシリーズ統一規則に適
合し対応する。
15：タイムスケジュール
参加確認
AM ７：３０ ～ AM ８：００
公式車検
AM ７：３０ ～ AM ８：１５
慣熟歩行
AM ８：１５ ～ AM ８：４５
ブリーフィング
AM ８：４５ ～
競技開始
AM ９：００ ～
16：賞典
各クラス 1 位～3 位
JAF メダル(チャンピオンクラスのみ)・副賞
各クラス４位～
副賞
（各クラス参加台数の 30％以内とする。但し、最大 6 位までとする。
）
17：ゼッケン番号
1）オーガナイザー側にて決定する。これに対する抗議は一切受け付けない。
2）シードゼッケン貼り付け車は、JMRC 北海道ダートトライアルシリーズ
統一規則に従う。
18：計時及び順位の決定
計測は光電管またはストップウォッチにて行い、2 ヒート計測され 2 ヒート
のうち良好なヒートタイムを採用順位とする。同タイムの場合は 2022 年日
本ジムカーナ／ダートトライアル選手権規定第 30 条に準ずる。
19：車輌検査
2022 年 JMRC 北海道ダートトライアルシリーズ統一規則第 19 条に従う。
20：車輌変更
1)ドライバー変更は認めない。
2)参加申込正式受理後の車輌変更は、参加車輌に故障、破損等やむを得ない
事情がある場合のみとし、競技会審査委員会の承認をもって認められる。
3)車輌変更は、同一部門、同一クラスに限る。
4)車輌変更申請は、当該競技会の参加確認受付終了までとする。
21：抗議
2022 年 JAF 国内競技規則 12 及び 2022 年 JMRC 北海道ダートトライアル
シリーズ統一規則第 28 条に従う。
22：競技会の成立、延期、中止、短縮
2022 年日本ジムカーナ／ダートトライアル選手権規定第31 条及び2022 年
JMRC 北海道ダートトライアルシリーズ統一規則第 29 条に従う。
なお、新型コロナウィルスの影響により、国、道、士幌町よりイベントの
自粛要請が出た場合には中止とする。その場合、すでに参加申込をされて
いる選手には、事務手数料として 1,000 円を差し引いて返金する。
23：参加者の厳守事項
2022 年日本ジムカーナ／ダートトライアル選手権規定第 33 条及び、
2022 年 JMRC 北海道ダートトライアルシリーズ統一規則第 17 条に従う。
24：付則
本規則及び競技に関する諸規則（公式通知を含む）の解釈について疑義が
生じた場合、競技会審査委員会の決定を最終とする。
以上 第 19 回 OSC ダイナミックダート

大会組織委員会

