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2018年JMRC西日本ジムカーナフェスティバルin中国 
  特 別 規 則 書  

第1条  競技会の定義及び組織 

本競技会は、一般社団法人日本自動車連盟（ＪＡＦ）の公認のもと、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国内競技規則およびその付則、２０１８年スピード競技開催規定および本競技会特別規則に従

い、準国内競技として開催される。 

 

第２条 競技会の名称 

 ２０１８年ＪＭＲＣ西日本ジムカーナフェスティバルｉｎ中国 

 

第３条 競技種目 

 ジムカーナ 

 

第４条 競技の格式 

 ＪＡＦ公認 準国内競技 ＪＡＦ公認番号 ２０１８－４０３２号 

 

第５条 開催日程 

 ２０１８年１１月 10日（土）～１１日（日）  

 

第６条 開催場所 

 名 称  ： ＴＳタカタサーキット（広島県）  コース公認NO.2018-I-3402 

 所在地 ： 広島県安芸高田市高宮町原田1378-3        ＴＥＬ：０８２－６５９－００５５  

 

第７条 オーガナイザー 

 名 称 ： ヒノデクラブ 

 代表者 ： 貞井 隆司 

 所在地 ： 〒732-0031 広島県広島市東区馬木7丁目1938-1 ＴＥＬ：０８２－５５４－６００５ 

 

 名 称 ：カークラブ錦 

 代表者 ： 原 博史 

 所在地 ： 〒742-0415 山口県岩国市周東町中山  ＴＥＬ：０８２７－８４－２９００ 

  

 協 力 ： ＪＭＲＣ中部  ＪＭＲＣ近畿  ＪＭＲＣ四国  ＪＭＲＣ九州  ＪＭＲＣ中国 

    

第８条 大会役員  

   大会会長 ： 岩根 つもる （ＪＭＲＣ中国運営委員長） 

   

第９条  大会組織委員会 

   組織委員長 ： 有田 光徳 （ＪＭＲＣ中国ジムカーナ部会長） 

   組織委員 ： 西山 純一 （ＪＭＲＣ近畿ジムカーナ部会長） 

組織委員 ： 西森 啓祐     （ＪＭＲＣ四国ジムカーナ部会長） 

 

第１０条  競技会主要役員 

１） 競技会審査委員会 

審査委員長 ：高橋 伸治 （JMRC中国審査部会長） 

審査委員 ：加田 充      （ＪＭＲＣ中部ジムカーナ部会長） 

審査委員  ：佐藤 裕       （ＪＭＲＣ九州ジムカーナ部会長） 

  ２） 競技役員 

   競技長  ： 永山 幸二 （ＨＩＮＯＤＥ・Ｃ） 

   副競技長 ： 宮本  清 （ＩＮＤＹ） 

   コース委員長 ： 原   博史 （ＣＣＮ） 

   計時委員長 ： 小野   守 （Ｔ．ＣＨＥＲＩＳＨ） 

   技術委員長 ： 三宅   晃     （ＨＩＮＯＤＥ・Ｃ）   

   救急委員長 ： 川越 一彦 （ＩＮＤＹ） 

   パドック委員長 ： 松岡 和之    （ＨＩＮＯＤＥ・Ｃ） 

   事務局長 ： 貞井 隆司 （ＨＩＮＯＤＥ・Ｃ） 
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第１１条   参加申込み及び参加費用 

１） 参加申込先及び参加費用 

所 在 地      ：〒732-0031 広島市東区馬木7丁目１９３８－１ 

              株式会社ブオーノプラス ヂップス事業部内 

              TEL082-554-6005 FAX082-516-5253  

２）参加受付期間     ：受付開始 ２０１８年  ９月 ２５日（火） 

                ：締切り日  ２０１８年 １０月 １０日（水） 必着 

３）最大参加台数     ：最大参加受理台数は１４０台とする 

４）提出書類        ：所定の参加申込書・車両改造申告書・出場選手カード・参加料明細書に必要事項を

記入のうえ、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。ただし、、銀行振

り込みを利用する場合、下記の指定口座に入金後、上記申込先に参加申込書等を

送付すること。なお、複数名分をまとめて入金した場合は参加申込書等もまとめて送

付する事。 

                ・広島市信用組合 府中支店 ジムカーナ タカタ 貞井 隆司（さだい たかし） 

                    普通口座 ０２２６８４７  

５）参加料         ：中国地区     \２２，０００/名   その他の地区  \２０，０００/名         

          ６）その他        ：サービス員登録    \１，０００/名（2日間有効）登録人数の制限は行わない 

                        ：予備スペース登録   \３，０００（総容量により要望に沿えない場合があります） 

                                       ※パドックスペースは一枠が３ｍ×６ｍとなります 

：サービスカー登録  \３，０００（総容量により要望に沿えない場合があります） 

※パドックスペースの総容量を超えた場合はＰＮ車両より順に希望に添えない場合

があります、その際は受理書にて通知し申込料金につきましては参加受付時に

返金させていただきます事をご了承下さい 

                           ※また、サービスカーはパドックに隣接するようにいたしますが、駐車可能な車両

のみとさせていただきます 

                        ：積載車両登録     \１，０００/台（2日間有効）無料登録による過申込を抑止するた

めに有料。ただしこの申込金は地区対抗賞金に付加される。 

 

 

第１２条 競技会タイムスケジュール  

１１ 月 １０ 日（土） 

・ゲートオープン                ６：００ 

・公開練習受付       ７：００～ ８：００ 

・公開練習コース完熟歩行      ７：１０～ ７：５５ 

・公開練習ドライバーズブリーフィング   ８：００～ ８：１５ 

・公開練習第１ヒート             ８：３０～ 

・公開練習コースオープン      第１ヒート終了後４０分間 

・公開練習第２ヒート             第１ヒート終了後５０分後 

・公式受付Ａ（参加確認受付）       １２時００分～１５時００分 

・公式車両検査Ａ       １２時１０分～１５時３０分 

・車両持出し申請受付       １２時００分～１５時３０分 

・車両保管        １７時００分～翌６時００分 

 

１１ 月 １１ 日（日） 

・ゲートオープン                ６：００ 

・公式受付 B（参加確認受付）       ６：１０～ ７：００ 

・公式車両検査 B               ６：１５～ ７：１０ 

・決勝コース慣熟歩行            ６：４０～ ７：４０ 

・開会式                    ７：５５～ ８：０５ 

・ドライバーズブリーフィング        ８：０５～ ８：１５ 

・第１ヒート                   ８：２０～ 

・コースオープン                第１ヒート終了後４０分間 

・第２ヒート                   第１ヒート終了後６０分後 

・表彰式及び閉会式             １６：００～ （予定） 

           

  ※尚、タイムスケジュールは参加台数、天候、諸般の事情により変更する場合がある。 
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第13条  慣熟歩行 

       タイムスケジュールに従い、歩行にて行う。 

 

第14条  競技クラス区分（下記の通り1２クラス） 

      ●Ｂ部門 

①ＢＲ１：気筒容積 1500cc 以下のＢ車両  

②ＢＲ２：前輪駆動のＢ車両 

③ＢＲ３：後輪駆動のＢ車両 

④ＢＲ４：４輪駆動のＢ車両 

Ｂ部門の使用禁止タイヤ 

ブリヂストン：５２０Ｓ・５４０Ｓ・５５Ｓ・１１Ｓ・ＲＥ０５Ｄ・ＲＥ０７Ｄ・ＲＥ１２Ｄ 

ダンロップ ：９３Ｊ・９８Ｊ・０１Ｊ・０２Ｇ・０３Ｇ・β０２・β０３・β０４ 

ヨコハマ  ：０２１・０３２・０３８・０３９・０４８・０５０・０５２ 

トーヨー  ：ＦＭ９Ｒ・０８Ｒ・８８１・８８８・８８８Ｒ 

その他 ラリータイヤ・海外製通称Ｓタイヤ・縦溝のみのタイヤ 

●Ｎ・ＰＮ部門 

⑤ＰＮ１：気筒容積 1600cc 以下の２輪駆動（ＦＦ・ＦＲ）のＰＮ車両 

⑥ＰＮ２３：気筒容積 1600cc を超える２輪駆動（ＦＦ・ＦＲ）のＰＮ車両 

および気筒容積 2000cc 以下の後輪駆動（ＦＲ）のＮ車両 

※ただしＮ車両はＪＡＦ登録車両であり、同一車両型式の最も古いＪＡＦ登録年が２００５年の１月１日 

以降の車両で、国内競技車両規則第３編スピード車両規定第４章 第５条５．３）は適用しない 

（最終減速比の変更不可） 

⑦ＰＮ４：ＰＮ１～ＰＮ２３に該当しないＰＮ車両 

Ｎ・ＰＮ部門は当該年の全日本ジムカーナ／ダートトライアル選手権 統一規則第２章 第２条 ２）を適用す

る。 

●ＳＡ部門 

⑧ＳＡ１：気筒容積 1600cc 以下の２輪駆動のＳＡ・ＳＡＸ車両 

⑨ＳＡ２３：気筒容積 1600cc を超える２輪駆動のＳＡ・ＳＡＸ車両 

⑩ＳＡ４：４輪駆動のＳＡ・ＳＡＸ車両 

●ＳＣ・Ｄ部門 

⑪ＳＣＤ：ＳＣ及びＤ車両 

●レディースクラス 

⑫Ｌ:女性運転者によるＢ車両（タイヤ制限なし） 

第１５条  参加資格 

       Ｄ，Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈ各地区ＪＭＲＣメンバーで２０１８年の各地区各シリーズに参加実績を有するもの。 

 

第１６条  賞典 

 １）全部門 全クラス 

  １位 ～ ３位 ＪＡＦメダル・オーガナイザー賞（盾・賞金又は賞品） 

  ４位 ～ ６位 オーガナイザー賞（盾・賞金又は賞品） 

   

２） 特別賞  

地区対抗戦賞金 

   各地区上位入賞者のポイントにより、優勝旗及び副賞が授与される。 

 

第１７条  その他 

２０１８年全日本ジムカーナジムカーナ／ダートトライアル選手権統一規則を適用する。但し、以下の条項について

は同統一規則の内容を一部追加・削除もしくは置き換えて適用する。（統一規則に関しては、ＪＡＦ ＨＰ参照） 

第１条 本特別規則第１条から第１３条に記載された内容に置換する。 

第２条 削除する。 

第３条 本特別規則第１４条に置換する。 

第５条 本特別規則第１５条に置換する。 

第６条２） 削除する。 

第１０条８） 削除する。 

第１６条１） 「本大会ＳＣＤクラスを除く全てのクラスに参加する車両は、当該車両に適用される国内競技車両規則

に基づくロールバーの装着が強く推奨され、ＳＣＤクラスに参加する車両は、当該車両に適用される国内競技車両規

則に基づくロールバーを装着しなければならない。」に置換する。 
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第１６条３） 「全ての車両は、適用車両規則に応じた４点式以上の安全ベルトの装着を強く推奨する。」に置換する。 

第１７条 「競技期間中、機材等を用いてタイヤ意図的に加熱、保温することは禁止される。」を除き、削除する。 

第２３条１０） 削除する。 

第２８条 「全日本選手権競技会」を「本競技会」に置換する。 

第２９条 本特別規則第１６条に置換する。 

   

第１８条 遵守事項 

１）参加者及び競技運転者は、参加車両及びその付属品等の損傷、盗難、紛失等の損害及び会場の施設、 

  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、ゲスト、はＪＡＦ及び、オーガナイザーならびに大会役員、競技役員が一切 

   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。即ち、大会役員、競技役員がその役務に 

   最善を尽くす事は勿論であるが、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、ゲスト、観客、大会役員の死亡、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。 

      ３）ミスコース等、当該競技運転者の重大な過失に起因する事故の場合は、他の車両に対しても弁済責任が発生す

る事を了承しなければならない。 

      ４）参加者、競技運転者、サービス員（ヘルパー含む）は、秩序ある行動をとる事、そして相互に又は競技役員に対し

て攻撃的、または侮辱的行動を行う事を慎まなければならない。 

 

第１９条 規則の施行ならびに記載されていない事項 

 １）本規則は本競技会に適用されるもので参加受付と同時に有効となる。 

 ２）本規則に記載されていない事項については、FIA 国際モータースポーツ競技規則とその付則、 

   およびＪＡＦ国内競技規則とその付則に準拠する。 

 ３）本規則書発行後、ＪＡＦにより決定され公示された事項は、すべて本規則に優先する。 

 

以上 

 

大会組織委員会 

 
 


