
 

２０１４年 ＪＡＦカップオールジャパンダートトライアル 

ＪＭＲＣ全国オールスターダートトライアル ＩＮ 東北 
 

        特 別 規 則 書    平成２６年９月１１日 

 

第１条 競技会の定義および組織 

    ２０１４年ＪＡＦカップオールジャパンダートトライアル／ＪＭＲＣ全国オールスターダートトラ

イアルＩＮ 東北は、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（ＦＩＡ）の国際モータースポーツ競技規則に準拠したＪＡＦの国内競技規則とその付則、

２０１４年日本ジムカーナ／ダートトライアル選手権規定（第１章および第２章を除く）、並びに２

０１４年ＪＡＦカップオールジャパンジムカーナ／ダートトライアル規定、スピード行事競技開催規

定および本競技会特別規則に従い国内競技として開催される。 

 

第２条 競技会の名称 

    ２０１４年 ＪＡＦカップオールジャパンダートトライアル 

    ＪＭＲＣ全国オールスターダートトライアル ＩＮ 東北 

第３条 競技種目 

    ダートトライアル 

第４条 競技の格式 

    ＪＡＦ公認：国内競技、ＪＡＦ公認番号 ２０１４－６０２３号 

第５条 開催日程 

    ２０１４年１１月１日（土）～１１月２日（日）  ２日間  

第６条 競技会開催場所 

      名   称： サーキットパーク切谷内（コース公認ＮＯ．２０１４－Ⅱ－０２０４） 

      所 在 地： 青森県三戸郡五戸町大字切谷内字石ヶ沢４０－１０３ 

      Ｔ Ｅ Ｌ： ０１７８－２７－７１１３ 

第７条 オーガナイザー等 

１．オーガナイザー 

主  催 ： モータースポーツクラブはちのへ（略称 ＭＳＣはちのへ） 

代表者名 ： 松村 次男 

所 在 地 ： 〒０３９－１１６０ 青森県八戸市小田１丁目５－１３ 

Ｔ Ｅ Ｌ ： ０１７８－２８－００７５ ＦＡＸ：０１７８－２８－００９１  

共  催 ： モータースポーツクラブあきた （略称 AKITA） 

代表者名 ： 立川 敬士 

所 在 地 ： 〒０１０－１４２２ 秋田県秋田市仁井田目長田 2－3－27 

Ｔ Ｅ Ｌ ： ０１８－８３９－０８３４ ＦＡＸ：０１８－８３９－０８３４ 

第８条 大会役員 

・名誉大会長 ： 三浦 正名 （五戸町町長） 

・名誉副大会長： 北 紀一  （青森県議会議員） 

・名誉副大会長： 鶴飼 寿栄 （㈱オートガード八戸代表取締役） 

・大会会長  ： 佐藤 栄一 （ＪＭＲＣ東北運営委員長） 

   ・大会副会長 ： 岩根 つもる（ＪＭＲＣ中国運営委員長）    

 

第９条 組織委員会 

   ・組織委員長： 柳本 弘信  （ＪＭＲＣ東 北） 

   ・組織委員 ： 恒松 雅彦  （ＪＭＲＣ北海道）   

   ・組織委員 ： 宮入 忠   （ＪＭＲＣ関 東） 

   ・組織委員 ： 山崎 利博  （ＪＭＲＣ中 部） 

   ・組織委員 ： 下町 俊彦  （ＪＭＲＣ近 畿） 

   ・組織委員 ： 梶岡  悟   (ＪＭＲＣ中 国) 

   ・組織委員 ： 松原  宏  （ＪＭＲＣ四 国） 

   ・組織委員 ： 今福 和彦  （ＪＭＲＣ九 州） 

 

 

 

 



 

第１０条 競技会主要役員 

１）競技会審査委員会 

・競技会審査委員長： 嶽下 宗男   （ＪＡＦ派遣） 

・競技会審査委員 ： 石田 正博   （ＪＡＦ派遣） 

・競技会審査委員 ： 大谷 保志   （組織委員会任命） 

    ２）競技役員 

      ・競 技 長 ： 加藤 正美   （ＡＫＩＴＡ） 

      ・副 競 技 長 ： 松村 次男   （ＭＳＣはちのへ） 

      ・コース委員長 ： 田中 昇    （ＭＳＣはちのへ） 

      ・計 時 委 員 長 ： 山本 高史   （ＭＳＣはちのへ） 

      ・技 術 委 員 長 ： 岩沢 潔    （ＡＫＩＴＡ）  

      ・パドック委員長 ： 角浜 秀樹   （ＭＳＣはちのへ）  

      ・救 急 委 員 長 ： 吉敷 憲幸   （ＡＫＩＴＡ）  

      ・医 師 団 長 ： ※公式通知にて公示 

      ・事 務 局 長 ： 日向 俊男   （ＭＳＣはちのへ） 

第１１条 参加申込および参加費用 

    １）参加申込場所および問い合わせ先（大会事務局） 

     ① ＪＡＦ全日本選手権シリーズの出場資格保有者 

        所在地：〒０３９－１１６０ 

            青森県八戸市小田１丁目５－１３ カーショップ日向（有）内 

        担当者：日向 俊男 

        ＴＥＬ：０１７８－２８－００７５  携帯：０９０－３７５４－８５５０ 

        ＦＡＸ：０１７８－２８－００９１ 

        メール：cshwell@cs-hinata.com 

        振込先：名義 エムエスシーはちのへ 日向 俊男   （ヒナタ トシオ） 

            口座 みちのく銀行 河原木支店（店番 076） （カワラギシテン） 

            普通 ０４２２２２３ 

     ② ＪＡＦ地方選手権およびＪＭＲＣ選抜戦シリーズの出場資格保有者 

      下記のそれぞれの地区担当部会長宛に申し込む事 

       ・北海道地区：〒０６３－００６２ 北海道札幌市西区西町南１８丁目３－２８－１０２ 

         林 宏明  ＴＥＬ：０９０－２６９０－３８４６ 

・東北地区 ：〒９８９－３２０２ 宮城県仙台市青葉区中山台２－２７－５０１ 

         柳本 弘信 ＴＥＬ：０８０－１８２３－１８４８ 

       ・関東地区 ：〒３９９－０００７ 長野県松本市石芝３－４－１７ 

         宮入 忠  ＴＥＬ：０９０－３１０８－９２９３ 

       ・中部地区 ：〒４７１－０８２３ 愛知県豊田市今町１丁目２２－４ 

         山崎 利博 ＴＥＬ：０９０－８３２５－４０８４ 

       ・近畿地区 ：〒５７１－０００７ 大阪府門真市北岸和田１－１１－１０ 

         下町 俊彦 ＴＥＬ：０９０－５０９５－４８０４ 

・中国地区 ：〒７３１－５１０２ 広島県広島市佐伯区五日市町石内１６３８－２ 

         梶岡 悟  ＴＥＬ：０９０－１１８４－２３６８ 

       ・四国地区 ：〒７６０－００１１ 香川県高松市浜ノ町６１－６ 

         松原 宏  ＴＥＬ：０９０－８６９１－９２４６ 

       ・九州地区 ：〒８２０－１１１２ 福岡県飯塚市鹿毛馬２６６－１ 

         今福 和彦 ＴＥＬ：０９０－３３２８－５４４９ 

２）参加受付期間：受付開始 ２０１４年 ９月１８日 

             締切日  ２０１４年１０月 ７日必着 

    ３）提出書類：所定の参加申込書、車両申告書、選手紹介書等に必要事項を記入し、競技参加者、競

技運転者、サービス員が誓約文へ、それぞれ署名のうえ、以下の参加料を添えて参加 

           受付期間内に上記まで申し込むこと。 

４）参加料：ＪＭＲＣ会員        ３０，０００円（サービス員別途） 

          ＪＭＲＣ会員以外      ３５，０００円（   〃   ） 

          ＪＡＦカップ対象外クラス  ２５，０００円（   〃   ） 

    ５）その他：  

        ① サービス員登録料            １名につき ２，０００円 

        ② サービスカー登録料           １台につき ３，０００円 

        ③ パドック予備スペース料         １区画   ３，０００円 

スペース（２．５ｍ×５ｍ）         
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④ 競技車両積載車     無 料（要登録） 

 

 

第１２条 サービス員、サービスカー 

     競技参加者は、サービス員およびパドックに持ち込むサービスカーについて競技参加申込と同時に

登録を必要とする。 

     登録したサービスカー・積載車は、オーガナイザーが指定する駐車スペースに置くこと。 

第１３条 競技のタイムスケジュール 

２０１４年１１月１日（土） 

      ・ゲートオープン            ７：００ 

      ・公式受付Ａ             １４：００～１５：４５ 

      ・公式車両検査Ａ           １４：１５～１６：００ 

      ・車両持ち出し申請          １５：００～１６：１５ 

      ・車両保管              １６：３０～翌０６：１５ 

      ・ゲートクローズ           １７：００ 

       （公式車検終了車両は翌日まで車両保管・持ち出し車両除く） 

２０１４年１１月２日（日） 

      ・ゲートオープン           ６：１５ 

      ・公式受付Ｂ（参加確認受付）     ６：３０～７：００ 

      ・公式車両検査Ｂ（持ち出し車両検査） ６：３０～７：２０ 

      ・慣熟歩行              ７：００～７：５０ 

      ・開会式               ８：００～８：１５ 

・ドライバーズブリーフィング     ８：１５～８：３５ 

      ・第１ヒート             ９：００～ 

      ・慣熟歩行              第１ヒート終了１５分後より４０分間 

      ・第２ヒート             慣熟歩行終了１５分後より 

      ・表彰式（閉会式）          １６：１５～（予定） 

       ※ヒート及びクラスの間に散水する場合がある。 

       ※公式受付・公式車検はＡ・Ｂどちらでも選択できますが、公式受付Ａを済ませた方は、公式

車検Ａを受けて下さい。なお、公式受付Ａを済ませた場合でも決勝当日の参加確認を必ず行

なって下さい。 

 第１４条 慣熟歩行 

      慣熟歩行はタイムスケジュールに従い徒歩にて行う。 

第１５条 参加車両 

     ２０１４年日本ジムカーナ／ダートトライアル選手権規定第１１条に基づいた、ＰＮ部門、Ｎ部

門、ＳＡ部門、ＳＣ部門、Ｄ部門およびＡＥ部門の６部門とする。 

第１６条 クラス区分 

      ① ２０１４年日本ジムカーナ／ダートトライアル選手権規定第１２条２．１）に基づいた、下

記のクラス区分とする。 

        【スピードＰＮ車両部門】 

           クラス１：気筒容積 1600cc以下の２輪駆動の PN車両。 

           クラス２：気筒容積 1600ccを超える２輪駆動の 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。 

        【スピードＮ車両部門】 

           クラス１：２輪駆動のＮ車両。 

           クラス２：４輪駆動のＮ車両。 

        【スピードＳＡ車両部門】 

           クラス１：２輪駆動のＳＡ車両。 

           クラス２：４輪駆動のＳＡ車両。 

        【スピードＳＣ車両部門】 

           クラス１：２輪駆動のＳＣ車両。 

           クラス２：４輪駆動のＳＣ車両。 

        【スピードＤ車両部門】 

           クラス区分なし 

【スピードＡＥ車両部門】 

           クラス区分なし 

 

 

 



 

 

②その他併設クラス （ＪＡＦカップ対象外） 

オープンＡ：気筒容積 1500ｃｃ以下の２輪駆動の車両。  

オープンＢ：気筒容積 1500ｃｃを超える２輪駆動の車両及び 1600㏄以下の４輪駆動の               

              車両。 

第１７条 参加資格と優先順位 

     １）２０１４年度全日本選手権シリーズの各部門、各クラスの１０位までの者。 

     ２）２０１４年度各地区の地方選手権シリーズの各部門、各クラスの６位までの者。 

 ３）オーガナイザーの申請に基づく者。 

   ただし、前項１）および２）に定めてある参加資格および優先順位を妨げてはならない。 

第１８条 参加受理 

     参加申込み締め切り後、参加申込み者に対して参加の諾否を通知する。参加クラスが不成立の場は、 

     受理書にて通知する。 

第１９条 賞典 

     １）各部門各クラス １位          ＪＡＦカップ／オーガナイザー賞 

       各部門各クラス ２位～６位       ＪＡＦ賞／オーガナイザー賞 

       ＪＡＦカップ対象外クラス        オーガナイザー賞 

     ２）特別賞 地区対抗戦（特別賞の詳細は公式通知にて発表する。） 

     ３）ＪＡＦ賞を除き各クラス参加台数の５０％（小数点以下四捨五入）の範囲内で最大６位までと

する。 

第２０条 遵守事項 

     １）競技に参加する個人、団体はそれがいかなる理由によって起こったものであるにせよ、本統一

規則の下で開催される競技会、行事中に生じた事態についてＪＡＦならびにその所属員および

競技役員に対していかなる責任も追及しないこと。 

２）参加者は、当該選手権に係わる全ての者に全ての法規および規則を遵守させる責任を有する。 

第２１条 損害の補償 

     １）参加者・競技運転者は、参加車両および付属品等の損傷、盗難、紛失等の損害および会場の施

設、器物を破損させた場合の補償等、理由の如何にかかわらず各自が責任を負わなければなら

ない。 

     ２）参加者、競技運転者、サービス員（ヘルパー含む）、ゲスト等は、ＪＡＦおよびオーガナイザ

ーの大会役員、競技役員、大会雇用者が一切の損害補償の責任を免除されている事を了承しな

ければならない。 

       すなわち大会役員、競技役員がその役務に最善を尽くすことは勿論であるが、その役務遂行に

起因するものであっても、参加者、競技運転者、サービス員、ヘルパー、ゲスト、観客、大会

関係者の死亡、負傷、車両の損害に対して一切の損害賠償責任を負わないものとする。 

第２２条 その他の事項 

     １）ゼッケンはシードを含めＪＡＦゼッケンを使用する。 

     ２）競技運転者は競技に有効な保険（死亡 1,000万円以上）の加入者、又はＪＭＲＣ全国共同共済

加入者に限る。 

        なお、大会参加確認受付時にその保険証書（コピー可）もしくは全国各地区の JMRC 会員

証等を提示する事。 

     ３）国内競技規則 4－19 に従い、参加を拒否した場合は、返金手数料１，０００円を差し引いて

返金する。 

     ４）本特別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、およびＦＩ

Ａ国際モータースポーツ競技規則とその付則に準拠する。 

５）本特別規則発行後、ＪＡＦにおいて決定され公示された事項は全ての規則に優先する。 

以上 

大会組織委員会 


