
２０１９年 ＪＡＦ中国ジムカーナ選手権  第３戦 

２０１９年 ＪＭＲＣ中国ジムカーナチャンピオンシリーズ  第３戦 

２０１９年 ＪＭＲＣ全国オールスター選抜  第３戦 

２０１９年 ＪＭＲＣ中国フレッシュマンシリーズ 第３戦 

クルマスターカップ  ＣＣＮ スーパージムカーナ 
 

 特 別 規 則  
 

大会告知  
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

規則に準拠した日本自動車連盟の国内競技規則とその付則ならびに２０１９年日本ジムカーナ／ダートトライアル選手権規

定、スピード競技開催規定、本シリーズ統一規則並びに本特別規則に従い準国内競技として開催される。 

 

競 技 種 目  ： ジムカーナ 

競 技 格 式  ： ＪＡＦ公認  準国内競技  公認番号 ２０１９年 第４０１１号 

オーガナイザー  ： カークラブ錦 ＣＣＮ  山口県岩国市周東町中山３２７－４ 

    代表  原 博史  Ｔｅｌ．０８２７－８４－２９００ （渡辺自動車） 

開  催  日  ： ２０１９年 ４月 ２８日 （日） 

開 催 場 所  ： ＴＳタカタ サーキット  広島県安芸高田市高宮町原田１３７８－２ 

    ２０１９－Ⅰ－３４０２ Ｔｅｌ．０８２６－５９－００５５ （ＴＳタカタサーキット） 

       Ｔｅｌ．０８２６－５７－１７１７ （ボデーショップタカタ） 

 

大会役員 

 大会名誉会長 ：     山口県農業協同組合 

 大会会長 ： 原博史 

 

大会組織委員会 

 組織委員長 ： 原 博史   ＣＣＮ 

 組織委員 ： 山本 晋平   ＣＣＮ 

 組織委員 ： 冨川 昭博   ＣＣＮ 

 

審査委員会 

 審査委員長 ： 藤永 雅雄   ＪＭＲＣ中国審査部会 派遣 

 審査委員 ： 浅田 義友    

 審査委員 ： 綿貫 一夫    

 

競技役員 

 競技長  ： 原 博史   ＣＣＮ 

 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 ： 河村 晋一   ＣＣＮ 

 救急委員長 ： 和多田 剛   ＣＣＮ 

 大会事務局長 ： 山根 晃   ＣＣＮ 

タイムスケジュール 

 ゲートオープン     AM ７：３０ ～    

 参加確認受付     AM ７：４５ ～ AM ８：４５   

 公式車両検査     AM ７：５５ ～ AM ８：５５   

 慣熟歩行      AM ８：０５ ～ AM ９：０５   

 開会式 及び ドライバーズブリーフィング  AM ９：１５ ～ AM ９：３０   

 デモラン （中止となる場合があるが、その場合タイムスケジュールの繰上げはしない。） AM ９：３５ ～ AM ９：４０   

 フレッシュマンクラス 慣熟走行   AM ９：４５ ～    

 第１ヒート      慣熟走行終了後 ５分後～   

 慣熟歩行      第１ヒート終了後 ４５分間   

 第２ヒート      第１ヒート終了後 ６０分後～   

 表彰式 及び 閉会式    第２ヒート終了後 ４０分後～   
 
クラス区分 シリーズ統一規則に準ずる。 

 ＢＲＫ ：軽自動車のＢ車両およびＡＥ車両 

 ＢＲ２ ：気筒容積区分なしの２輪駆動のＢ車両およびＡＥ車両 

 ＢＲ４ ：気筒容積区分なしの４輪駆動のＢ車両およびＡＥ車両 

 ＰＮ１ ：気筒容積 1600cc 以下の２輪駆動（ＦＦ､ＦＲ）のＰＮ車両 

 ＰＮ２＋ ：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 

 ＳＡ２ ：気筒容積 1000cc 以下のＮ車両、気筒容積 1000cc を超える２輪駆動のＮ車両、気筒容積 1600cc 以下の SA 車両 

    および気筒容積 1600cc を超える２輪駆動のＳＡ車両 

 ＳＡ４＋ ：気筒容積 1000cc を超える４輪駆動のＮ車両、気筒容積 1600cc を超える 4 輪駆動のＳＡ車輌 

    およびＰＮ１クラス・ＰＮ２＋クラスに該当しないＰＮ車両 

 ＣＤＸ ：気筒容積区分なしのＳＡＸ車両、ＳＣ車両、Ｄ車両 

 Ｆ ：気筒容積区分なしのＢ車両、ＳＡＸ車両およびＳＣ車両 

 オープン ：気筒容積および駆動方式区分なしのＢ車両、ＳＡＸ車両およびＳＣ車両 

 クローズド：気筒容積および駆動方式区分なしのＢ車両、ＳＡＸ車両およびＳＣ車輌 

 

賞典 

 全クラス １位～３位  ＪＡＦメダル・副賞  ４位～６位  副賞 

  但し、参加台数により副賞は増減する場合がある。 

  オープンクラス（ＯＰ）ならびにクローズドクラス（ＣＬ）は表彰対象外とする。 
 
参加申込 

 参加料 

  選手権クラス  １名 １３，０００円 （学生８，０００円） 

  フレッシュマンクラス  １名 １０，０００円 （学生６，０００円） 

  オープン・クローズドクラス １名  ８，０００円 （学生５，０００円） 
  全国ＪＭＲＣ共済非会員もしくは有効な保険未加入者は当日保険料として１，０００円徴収する。 

  学生は、参加確認受付時に必ず学生証を提示すること。 

  ＪＭＲＣ中国シリーズポイント獲得権利を有する参加者の参加料の内１，０００円をＪＭＲＣ中国へ納金しシリーズ表彰等に充当する。 

 申込場所 

  〒７４２－０４１５ 

  山口県 岩国市 周東町 中山 ３２７－４  渡辺自動車  内    カークラブ錦 事務局 

  Ｔｅｌ : ０８２７－８４－２９００     Ｆａｘ : ０８２７－８４－２４２３     Ｍａｉｌ : ccn@sea.icn-tv.ne.jp 

 受付期間 

  参加受付 開始  ２０１９年 ４月  １日（月） 

  参加受付 締切  ２０１９年 ４月 ２２日（月） 必着 

 受付受理 

  ＣＣＮのホームページへ公示することをもって、受理書の発行とする。 

   （パソコン） http://carclubnishiki.web.fc2.com 
   （モバイル） http://carclubnishiki.m.web.fc2.com 
 
申込書に記載された個人情報は、シリーズの運営以外に使用することはありません。 

他の項目については本シリーズ統一規則に準ずる。 
大会事務局  以上 ( 2019.4.1 ) 

 


