2018JMRC関東チャンピオンシリーズ第3戦 2018JMRC甲信ジムカーナシリーズ第2戦 Ｎ･Ｃ･Ｓ･Ｃスーパージムカーナｉｎさるくら
<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ＦＩＡ国際モータースポーツ競技規則およびその付則に準拠したＪＡＦの国内競技規則、およびその付則､
2018年全日本ジムカーナ/ダートトライアル選手権統一規則、スピード行事競技開催規定、2018年ＪＭＲＣ関東ジムカーナシリーズ共通規則、2018年甲信ジムカーナシリーズ共通規則､
および本競技会の特別規則に従いＪＡＦ公認地方競技､クローズド競技として開催される。
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競技会の名称
競技の種目
競技格式
オーガナイザー
大会役員
大会審査委員会
競技役員
開催場所
開催年月日

ﾀｲﾑｽｹｼﾞｭｰﾙ
参加資格

2018JMRC関東ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼﾘｰｽﾞ第3戦 2018JMRC甲信ｼﾞﾑｶｰﾅｼﾘｰｽﾞ第2戦 N･C･S･Cｽｰﾊﾟｰｼﾞﾑｶｰﾅinさるくら
ジムカーナ
ＪＡＦ公認：地方競技

公認No.2018-1312

（クローズド競技併設)

南信パーツカースポーツクラブ(Ｎ･Ｃ･Ｓ･Ｃ)長野県飯田市大通１丁目-２８ 代表者 後藤志寿恵
組織委員長:後藤志寿恵 組織委員:菅沼正彦 宮下利一
審査委員長: 細川 昇(HORMS)
審査委員: 塩沢 英人
競技長：田中 和成 コース委員長：岩崎正一 技術委員長：松岡 昇 計時委員長： 宮下利一 救急委員長：菅沼 正彦 事務局長：後藤志寿恵
さるくらモータースポーツランド 長野県飯田市上飯田６９９７－１０ 代表者 後藤 志寿恵
２０１８年５月２７日（日）
ゲートオープン：６：４０ 参加確認受付：７：００～７：２０ 公式車両検査：７：１５～８：００ 慣熟歩行：８：０５～８：５５ ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｽﾞﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ：９：００～９：１５
第１ヒート ：９:３０～ 慣熟歩行：第１ヒート終了後～４５分間 第２ヒート：第１ヒート終了1時間後～ 再車検：各クラス終了毎随時 表彰式：全クラス正式結果成立後
アタッククラス※JMRC関東ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼﾘｰｽﾞｸﾗｽ(SC･Dｸﾗｽを除く)

・2018年ＪＭＲＣ関東共通規則に準ずる。
・2018年ＪＭＲＣ関東共通規則によるシードドライバーの参加を認める。(関東チャンピオンシリーズ・クラス区分へのSA･AシードはPNクラスへ参加できない｡)
・2018年JAF発行の競技運転許可書（ライセンス）国内BまたはAを所持している事。
エンジョイクラス（クローズドクラス）

第１２条

･ライセンス不要､但し､当日走行する車両を運転するための運転免許証が必要です｡
･エンジョイクラス（クローズドクラス）への参加者は開催クラブの会員で有ること｡(当日のみの一時会員も可能)
１．参加車両及びクラス区分

アタッククラス《関東チャンピオンシリーズクラス(SC･Dｸﾗｽを除く)》
クラス
PN1
PN2
PN3
PN4
Ｓ２
Ｓ４
ＮＴ-Ｋ
ＮＴ1500
ＮＴＦ
ＮＴＲ１
ＮＴＲ２
ＮＴ４
ＳＣ・Ｄ

※JMRC関東公認クラス(JAFドライバーライセンス必要)
気筒容積・駆動区分
1,600ｃｃ以下の２輪駆動車(ＦＦ･ＦＲ)
1,600ｃｃを超える２輪駆動車(ＦＦ･ＦＲ)
PＮ車両
1,600ｃｃを超え２０００cc以下の２輪駆動車(ＦＲ)のＰＮ車両のうち､ FIA/JAF公認発行年､または
ＪＡＦ登録年が２０１２年１月１日以降の車両
PN1・PN2・PN3に該当しない車両
２輪駆動車、排気量オープン
Ｎ・ＳＡ・Ｂ車両
４輪駆動車、排気量オープン
軽自動車（駆動方式オープン）
１５８６ｃｃ以下の前輪駆動車
排気量オープンの前輪駆動車
Ｎ・ＳＡ・Ｂ車両
２０００cc以下の後輪駆動車で、車両型式AP１及びエンジン型式が変更された車両を除く
排気量オープンの後輪駆動車
排気量オープンの４輪駆動車
ＳＣ・Ｄ車両
ＳＣ・Ｄ車両で排気量・駆動方式オープン
車両

備考
＊2018年ＪＭＲＣ関東共通規則
シリーズ規定※１を適用する

＊2018年ＪＭＲＣ関東共通規則 シ
リーズ規定※2を適用する

甲信ｼﾘｰｽﾞｸﾗｽ(関東CP対象外)

エンジョイクラス

（クローズドクラス）※シリーズ対象外クラス(JAFドライバーライセンス不要)
クラス
車両
気筒容積・駆動区分
ＣＦ
排気量オープンの前輪駆動車
ＣＲ１
2000cc以下の後輪駆動車で、車両型式AP１及びエンジン型式が変更された車両を除く
ＣＲ２
Ｎ・ＳＡ・Ｂ車両 排気量オープンの後輪駆動車
Ｃ４
排気量オープンの４輪駆動車
ＣＫ
排気量・駆動方式オープンの軽自動車
特設(グループ参加)
車検が通る程度の状態である事(不明な事は主催者に御相談下さい。)
＊甲信シリーズのエンジョイクラス(特設を除く)では、１台の参加があれば賞典対象とします｡
＊エンジョイクラスのＮ・ＳＡ・Ｂ車両とは、車検が通る状態であれば参加可能です。安全の為にヘルメット・グローブ・長袖を準備してきて下さい。
＊エンジョイクラスで3回以上優勝した方は、次回から同じクラスへの参加は出来ません（特設クラスを除く）

備考
＊2018年ＪＭＲＣ関東共通規則
シリーズ規定※2を適用する

＊特設(グループ参加)は、友達と３人以上でタイムを競う、争ってみたい、車の仲間・友達と走行会がてらタイムトライアルしたい｡など
３名以上で申し込んで下さい、車両･タイヤなどの決め事は参加者内で決める事としますが、安全を最優先してください。
申込時に特設の後にグループ名も記入して下さい｡(代表者は申込時にグループ参加者名簿を提出して下さい)
＊エンジョイクラスのオープンカーのロールバーは主催者にご相談下さい。
第１３条

第１４条

参加申込み及び

参加申込書・改造申告書に必要事項を記入し、署名・捺印し参加料を添えて現金書留または銀行振り込みで､必要書類は郵送で申込むこと｡

受付期間

宛先 〒３９５－００５６長野県飯田市大通１丁目-２８ 南信パーツカースポーツクラブ
TEL ０２６５-２２-３８６４ FAX ０２６５-２２-３８６９ 担当者 後藤志寿恵（大会事務局）
【振込先】飯田信用金庫 西支店 普通口座 ３３９０１４９
｢南信パーツカースポーツクラブ｣まで。振込人の前に必ず参加クラスを入れて下さい。
受付期間 ２０１８年４月３０日（月）～５月１７日（木）必着

参加料

・アタッククラス 1名 ￥13,000 全国ＪＭＲＣ加盟クラブのクラブ員は￥12,000（入場無料・昼食無し）
※ ＳＣ．Ｄクラスは1名 ￥12,000 全国ＪＭＲＣ加盟クラブのクラブ員は￥11,000（入場無料・昼食無し）
･エンジョイクラス 1名 ￥9,000

第１５条
第１６条
第１７条

賞 典
参加台数
その他

第１８条

付 則

全国ＪＭＲＣ加盟クラブのクラブ員は￥8,000（入場無料・昼食無し）

２０１８年ＪＭＲＣ関東ジムカーナシリーズ共通規則１３章第27条､及び２０１８年ＪＭＲＣ甲信ジムカーナシリーズ共通規則５に準拠する。
120台までとする。
･公式通知等の掲示場所はｽﾀｰﾄ位置付近掲示板｡
･慣熟歩行は､図示した競技区間を徒歩により行う｡
･ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｽﾞﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞはﾊﾟﾄﾞｯｸ内ｺﾝﾄﾛｰﾙﾀﾜｰ前で行う｡
･救護場所はｺﾝﾄﾛｰﾙﾀﾜｰ下に設置する｡
・本規則に記載されていない事項については、ＪＡＦ国内競技規則とその付則、2018年全日本ジムカーナ/ダートトライアル選手権統一規則、
スピード行事競技開催規定、2018年ＪＭＲＣ関東ジムカーナシリーズ共通規則、2018年甲信ジムカーナシリーズ共通規則に準拠する｡
･本特別規則発行後JAFにおいて決定された事項は､本特別規則に優先する｡
･本特別規則､競技諸規則(公式通知含む)の解釈に疑義がが生じた場合､大会審査委員会の決定を最終とする｡
※申込書ＤＬ先ＵＲＬ・ＪＭＲＣ関東 参加申込書＆車両申告書

第１９条

本規則の施行

http://www.jmrckg.com/

本規則は、本競技会に適応されるもので、参加申し込みと同時に有効となる。

ＮＣＳＣ大会組織委員会

南信パーツカースポーツクラブ ジムカーナ練習会
☆ 練習会を下記の内容で開催します､参加希望の方は確認のうえ申し込みください｡
１ 開催日・場所 ２０１８年５月２６日(土) ・ さるくらモータースポーツランド
２ 参加料

1名７０００円

入場無料･昼食無し

３ 申し込み方法 参加申し込み書の必要事項を記入捺印の上、参加料を添えて下記申込先に大会10日前迄に申し込み
してください。
※

当日受付は原則受け付けません。

※

受理書は発行しません。（不受理の場合のみ不受理書を発行）

４ 申し込み先

〒３９５－００５６長野県飯田市大通り1丁目－２８ 南信パーツカースポーツクラブ
ＴＥＬ ０２６５－２２－３８６４

５ ﾀｲﾑｽｹｼﾞｭｰﾙ ゲートオープン
受付

ＦＡＸ ０２６５－２２－３８６９

６：３０

７：００～７：１５

コースオープン７：１５～８：００

ミーティング ８：００～８：２０
６ その他

走行 ８：３０～１６：００（途中コースオープンあり）

☆翌日の準備の為１６：００頃終了です（天候・台数・進行状況により変更あり）
練習終了の方から自由解散ですが、１６時４５分迄に完全に退場してください。

１７時にゲートを閉めます｡
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
南信パーツカースポーツクラブ ジムカーナ練習会申込書
練習会開催日２０１８年５月２６日 (土)
フリガナ
氏名
性別

男 ・ 女

生年月日

血液型
年

月

日

才

住所 〒

電話

緊急時連絡先

参加車両

車両形式

重複参加者

有り ・ 無し

競技会参加クラス

重複参加者氏名

誓約書
私はジムカーナ練習会に参加するにあたり、関連して起こった死亡、負傷、その他の事故で私自身及び、車両の受けた損
害について、決して主催者及び係員ならびに他の参加者等に対して非難したり責任を追及したり、損害の賠償請求をしな
いことを誓約いたします。尚このことは、事故が主催者及び係員ならびに他の参加者の手違い等で起きた場合であっても
代わりありません。
又ドライバーはコースまたはスピードに対し適格であり、ジムカーナ走行が可能であることを誓います。又さるくらモーター
スポーツランドの施設に損害を与えた場合は、それを弁済することを誓約いたします｡
年
参加者氏名

日

受付 No

受領額

日
印

親権者署名(参加者が未成年の場合)

月

月

印

備考

