
ＪＪＡＡＦＦ公公認認準準国国内内競競技技
示公　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

）ＦＡＪ（盟連車動自本日たし拠準に則規技競ツーポスーターモ際国のＡＩＦ、は会技競本
。るれさ催開い従に則規別特会技競本びよお、則規技競内国の

【【特特  別別  規規  則則  書書】】
条１第 称名の会技競

ーリラータスルーオCRMJ回４第

”ＥＲＯＭ　ＥＨＴ”畿近ｎｉーリラータスルーオ９００２

条２第 目種技競
」定規催開ーリラジーテスルャシペス「則付の則規催開技競ーリラ

ーリラジーテスルャシペスたっ従に

条３第 式格の会技競

２１３３－９００２ 号番認公   技競内国準認公FAJ

条４第 離距技競び及所場催開、程日催開

間日２　　　)日(日９２～)土(日８２月１１年９００２

㎞００１約るすとュシッニィフび及トータスを町呉余群香伊県賀滋

条５第 ）ＱＨ（部本会大

：  地 在 所 ０２６郷之中町呉余郡香伊県賀滋

：  称  　名 呉余ルパィデッウ

：号番話電 ５９０２－５６１３－０９０

）日（日９２～）土（日８２月１１年９００２：日催開
：時日設開 ００：９１～００：９　）土（日８２月１１

００：７１～００：８　）日（日９２月１１

)EROM-MAET 称略(賀滋・ブラクツーポスーターモアモ：ーザイナガーオ
。るす知告てに知通式公、途別は図トウアイレ※

条６第 容内技競

ルベラグ：面路のジーテスルャシペス．１

ｍＫ７３約：離距行走総のジーテスルャシペス．２

援後 会議協国全ＣＲＭＪ 町呉余郡香伊県賀滋 本６：数のジーテスルャシペス．３

力協 会員委業事興振ーリラ会議協国全ＣＲＭＪ ３：数のンョシクセ．４

道海北ＣＲＭＪ・ 北東ＣＲＭＪ・ 東関ＣＲＭＪ・ １：数のイデ．５

部中ＣＲＭＪ・ 畿近ＣＲＭＪ・ 国中ＣＲＭＪ・ 付受分００時９　 　)土(日８２月１１　 有：キッレ．６

国四ＣＲＭＪ・ ・ 州九ＣＲＭＪ 　 。す示てにンョシーケニュミコ、はルーュジケスのキッレ※

条７第 ーザイナガーオ

)EROM-MAET 称略(賀滋・ブラクツーポスーターモアモ：　称　名

　彦満　田晝：者表代
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：区地道海北 〒 4390-260 条四岸平区平豊市幌札道海北 301-1-4-11

条８第 員役会大 志篤　原藤 ＬＥＴ 7555-477-110： ＸＡＦ　　　 8439-366-110：

長会誉名会大 ）長町呉余（雄秀　矢二 ：区地北東 5400-710〒 道中市館大県田秋 　25-2-2 店館大ンマヤイタータスミ

長会副誉名会大 ）長議会議町姫虎（夫良　田土 朗　本山 T 1250-24-6810：LE XAF　　　 2250-24-6810：

長会会大 ）長員委営運畿近ＣＲＭＪ（司賢　村上 ：区地東関 〒 5400-531 場石古区東江都京東 902-01-5-2

長会副会大 ）員委営運東関ＣＲＭＪ（久貴　口小 　城宮 仁孝 3875-3463-30：LET XAF　　　 3875-3463-30：

長員委織組 ＣＲＭＪ（　実祐　津梅 ）畿近 ：区地部中 〒 1700-644 町池今市城安県知愛 4001-2-6-1

員委織組 ）道海北ＣＲＭＪ（　志篤　原藤 　谷米 生展 2626-79-6650：LET XAF　　　 2626-79-6650：

員委織組 ）北東ＣＲＭＪ（　　　朗　本山 ：区地畿近 〒 1628-995 ６－１３町上堀区中市堺府阪大

員委織組 ）東関ＣＲＭＪ（之順　切田小 　実祐　津梅 LET 6826-972-270： XAF　　　 9694-122-270：

員委織組 ＣＲＭＪ（　一耕  田澤 ）部中 ：区地国中 〒 8080-547 ８－０１町原平市南周県口山

員委織組 ）国中ＣＲＭＪ（　文博　本山 　本山 文博 2364-82-4380：XAF　 　2364-82-4380：LET

員委織組 ＣＲＭＪ（　之一　木高 ）国四 ：区地国四 〒 1408-167 町紙檀市松高県川香 　1-3722 スクッレフジーレガトーオ

員委織組 ）州九ＣＲＭＪ（　明定　田七 原 義信　　 9357-588-780：XAF　 　2557-588-780：LET

条９第 員役技競 ：区地州九 〒 3121-118 原中町川珂那郡紫筑県岡福 S&J　45-4 ーポスーターモ ツ

長員委査審 ーリラ国全CRMJ（　浩善　村中 ）長員委業事興振 元　野星 LET 0631-259-290： XAF　　　 9603-259-290：

員委査審 ）員委業事興振ーリラ国全CRMJ（　郎次　野仲 間期付受加参．２

員委査審 　）長員委営運副畿近ＣＲＭＪ（　　進　原石 月０１年９００２ 着必内間期付受※　　）金（日０３月０１～）火（日０２

類書出提．３

長技競 彦満　田晝 ）式様一統ータスルーオＣＲＭＪ（　書込申加参ーリラ認公ＦＡＪ ①

長技競副 昌靖　牧小 寛　村岡・ 実祐　津梅・ 書告申両車 ・　　 紙用込申キッレ ・　　

長員委スーコ 彦満　田晝 紙用録登スビーサ ・　　 書細明込申・　　

長員委時計 夫正　岡吉 ーピコのスンセイラのーバイラド・コび及ーバイラド ②

長員委術技 一貞　本山 ）ターデroーピコ（真写顔のーバイラド・コび及ーバイラド③

長団師医 )科外形整みなざさ(　夫敏　山牛 し写の証査検車動自 ④

長員委急救 )クッニリク坂下(　正幸　坂下 料加参の下以、上の印捺名署れぞれそ、し入記を項事要必に紙用の定所

者理管ｽﾞﾋｰｻ 之知　出岩 。とこむ込し申でま先込申加参記上に内間期付受加参てえ添を

長局務事 治譲　原夏 料加参．４

条０１ お込申加参 料加参びよ ：料加参 １１台台  ￥￥６６５５,,００００００円円  

）式様一統ータスルーオＣＲＭＪ（書込申加参ーリラ認公ＦＡＪ、は込申加参 ）食夕（会親懇泊１名２※ 、 む含料修補・料用使道林

険保にーザイナガーオ（料険保びよお料加参、し入記に確正を項事要必に 金料他のそ．５

。とこむ込し申てに留書金現え添を）合場うらもてし入加 円０００，０１￥台１：　　料加参キッレ

）局務事会大（先せ合問び及先込申加参．１ 　　円０００，３￥　台１：　　ーカスビーサ

：先付受 。とこむ込し申てえ添を料加参び及類書要必に先付受の下以 ）録登要（料無： ールクスビーサ 円０００，５￥名１　会親懇

円０００，４￥名１　 　泊宿
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円０００，４￥名１： 　　泊前者加参 典賞な式正の合場のこ。るあが合場う行を限制の典賞りよに数台加参

。す示てにンョシーメォフンイ、は細詳のていつにスビーサ※ 。るれさ知告てに知通式公、は容内

（料険保意任．６ 照参紙別：　　　　　　）方の入加未 条４１第 表程行ーリラ定暫

法方い払支．７ 載記に１則付

い払支 。るすとみの送郵のてに留書金現へ先込申加参、は 条５１第 格資加参

局務事会大．８ なばれけないてし持所を証可許者加参技競ＦＡＪな効有年該当は者加参技競．１

　　　 4400-625〒 内ｸｯﾆﾘｸ坂下　　　　871町中坂下市浜長県賀滋 。いなはでり限のこ、合場るね兼を者加参技競がールク、し但。いなら

ＥＲＯＭ　ＥＨＴ”畿近ｎｉーリラータスルーオ９００２ 局務事ーリラ　” ルク．２ を上以Ｂ証可許者転運技競内国ＦＡＪな効有年該当はー 。とこるいてし持所

条１１ 料険保意任効有会技競 。とこるいてし入加に済共ＣＲＭＪ区地各たま

円万002物対上以円万0005人対な効有に会技競本、はに者加参 ないてし持所を証許免転運な効有にのるす転運を両車加参はールク．３ なばれけ

の技競ーリラの上以円万005者乗搭、）下以円万01責免（上以 。いなら

。いならなばれけなし入加に険保意任 。るすと要必を諾承の者権親、は合場の満未歳０２がールク．４

、し認確を料険保にり通内案険保紙別、に時込申加参は者の入加未○ 。者るて持を任責が者表代ブラク属所つか、で員ブラク録登ＦＡＪ．５

そ 。とこるす封同を料険保の 条６１第 両車加参

書証険保、は者加参のみ済入加に険保意任な効有に会技競該当○ ＦＡＪ年９００２ に）ＦＲ・ＪＲ・ＮＲ（定規両車ーリラ則規両車技競内国 お両車たっ従

。とこるす封同をし写の類書るきで明証を入加険保は又 登度初に前以日１３月２１年２００２、で両車録登ＦＡＪはたま両車認公ＡＩＦびよ 録

条２１ ルーュジケスムイタ 両車たっ従に定規両車ーリラ編３第則規両車技競内国ＦＡＪ年２００２つか、れさ

）土（日８２月１１ 。るすと両車たした満を件条の下以で）ＢＲ（

付受キッレ　　 ０３：９　～００：９　 。とこるいてし着装をーラフマ正純．１

グンィフーリブキッレ　　 ５４：９　～０３：９　 メオーカーメ（　 　）可不着装もリサセクアーラーィデびよおーカー・ンョシプ

キッレ　　 ００：５１～００：０１ 。とこるす備装を器火消の様仕るいてれらめ定に定規両車各．２

認確加参　　 ００：６１～０３：４１ 用急救、プーロ用引牽、灯号信用常非、灯色赤、枚２）角三（板示表止停用常非．３

査検両車式公　　 ００：７１～００：５１ 。とこるいてし行携を品

会員委査審回１第　　 ～００：７１ 車の初当、しだた（いならなばれけなし載搭をルーイホアペスの数複はたま本１．４

グンィフーリブズーバイラド　　 ～００：８１ 。）いなはでり限のこは合場いないてれさ載搭に両

会親懇　　 ００：１２～００：９１ タルィフ、しだた。いな来出はとこるす更変のスーケジッリトーカータルィフーアエ．５

）日（日９２月１１ 。るすと由自は質材のトンメレエー

）車号１（トータス　　 １０：９　 。いなれらめ認は更変の質材共スラガ窓、アド．６

）車号１（ルーゴ　　 （５１：３１ ）頃 条７１第 数台加参

検車再　　 ）頃（５１：４１ え越を台０６が数台込申。るすと台０６大最じ通をスラク全てしと則原、は数台加参

式彰表　　 ）頃（００：５１ 。るす定決りよに考選の会員委織組会技競、は合場た

条３１ 典賞 条８１第 分区スラク

位６～位１スラク各 ：スラクＡ 両車の下以ｃｃ００５１

ーオＣＲＭＪ （位１動駆輪４門部ーリラータスル ）戦抗対区地 ：スラクＢ 両車の下以ｃｃ０００３え超をｃｃ００５１

ーオＣＲＭＪ ）戦抗対区地（位１動駆輪２門部ーリラータスル ２Ｃ ：スラク ）車着装非ータクリトスリ（両車るえ超をｃｃ０００３



第

。るすと担負の者加参技競て全は用費・品部・具工な要必にけ んろちもはとこすく尽を善最に行遂務役のそが員役技競ちわなす。いならなば あで る

：スラク１Ｃ ）車着装ータクリトスリ（両車るえ超をｃｃ０００３ 条２２第 ルーロトンコムイタ

条９１ 理受加参 。るよに計時の員委時計会技競たしと準基を時準標本日、は時計式公．１

。るす知通宛者加参各後切締込申加参、は理受加参式正．１ ンイクッェチーリーア．２

。るあが限権るすを否拒加参くなとこす示を由理、はーザイナガーオ．２ 厳ず必は法通交路道、し但。いなしと象対の点原着早はＣＴの終最 。とこるす守

い引し差を円０００２費経諸務事、は合場の理受不加参．３ 条３２第返を料加参て ジーテスルャシペス

さ還返切一は類書出提びよお料加参、後理受加参式正、たま。るす還　 てにーターメノロクつ持を能機字印は測計の間区ジーテスルャシペス

。いなれ 　 。るす測計でま秒01/1

、いなれらめ認は更変のールクの後理受加参式正．４ 条４２第査審会技競し但。 油給

。いなはでり限のこは合場ため認が会員委　 。いなけ設は油給の中技競

たし付を由理が者加参、は更変のて全の後理受加参式正．５ 条５２第に書文式正 定決位順

技競、しとのもるけ届にーザイナガーオてえ添を円０００，２料数手更変 な少の点減総、しと点減総てっもを和のィテルナペと計合点減技競 位上をのもい

。るすと要必を認承の会員委査審会 。るす定決を位順りよに順の記下は合場じ同が点減総。るすと

条０２第 ）認確加参（付受会技競 。者いな少が点減の間区ルヤイラトムイタの初最．１

免転運のールク、書理受加参、証可許者加参技競、はで付受会技競 。者いな少が点減の間区ルヤイラトムイタの次．２

・証許 条６２第・証査検車動自の両車加参、ドーカ理管康健・証可許者転運技競 則罰

書証険保車動自な効有に技競ーリラ、証険保任責償賠害損車動自 るれさ用適にーリラジーテスルャシペス「則規技競内国、はていつに技競本 」則罰

にかや速を類書要必等）可不は等し写、のもるきで認確に確明が入加（ 。るれさ用適が

。とこるす出提 条７２第 縮短はたま、止中、期延の会技競

条１２第 査検両車 が障支に営運の技競りよにどな力抗可不はくしも上安保は会員委査審会技競．１

・グンキーマびよお理管の業作スビーサ、査検の両車加参りよに員委術技 るす定決を更変の容内びよお縮短、止中、期延の会技競、合場るあ 。るきでがとこ

。るなと断判の長員委術技は定判な的終最の否合の査検両車。う行を印封 ーオ、合場たっなと能可不が加参のへ会技競にめたたれさ期延．２ 指のーザイナガ

の行発者造製車動自該当のめたるす明証を元諸要主の両車はールク．１ るす示 。るれさ還返は料加参りよにとこう行を求要還返に内間期

に常、を）む含を等書説解備整、書説解車型新（等トッレフンパ、グロタカ 。るれさ還返は料加参、合場たっなに止中．３

属付認公びよお書認公に他の類書記前は両車認公たま。とこるす帯携 に害障いし著はたま能可不、てし対に両車加参のて全が行進の技競．４ 合場たっな

。とこるす帯携も書 認承の会員委査審、合場たっなくなきでが行続の技競で等響影すぼ及に他はたま

ばれけなけ受で所場の定指てっ従にルーュジケスムイタは査検両車．２ 。う行を断中の間区定特びよおり切ち打、りよに断判の長技競ともの

可不が会員委査審会技競（合場いないてけ受を査検両車。いならな ５ けおにでま点時り切ち打技競、は績成の合場たっなにり切ち打が技競． しとのもる

査審会技競（合場の格合不査検両車びよお）く除を合場ため認と力抗 スラク、りよに断中の間区定特びよおり切ち打、たま。るす立成は技競 点採にとご

めさ致合に則規は会員委 が合場るえ与を間時復修たれら限のたるせ 。るあが合場るな異が間区るれさ

。いなきでは走出の降以れそは）るあ 条８２第 償補の害損

技競、たま。う行を査検両車終最し対に両車たれさ示指、後了終ーリラ．３ １ たし損破が品属付のそびよお両車加参はールク、者加参技競． 者三第びよお合場

はくしも、合場たし断判と要必が長員委術技会技競はたま会員委査審会 。いならなばれけなわ負が己自を任責のそ、合場たえ与を害損に

検両車終最。う行を査検う伴を解分、合場るれさと要必りよに容内の議抗 ２ オ、員役会大,ーザイナガーオ、ＦＡＪはールク、者加参技競． 者理管路道、ルャシィフ 、

付組、解分の際のそ。とこう従に示指のそは者加参技競たっなに象対の査 とこるいてれさ除免を任責の故事害損の切一が庁省係関びよお察警 けなし承了を れ



しこ起に中技競が員スビーサ、ールク、者加参技競．３

条９２第

さ示指．４

たの護保境環ーリラは行走習練ので村町市の隣近町呉余県賀滋．５

条０３第

さ載記に則規本．２

ＦＡＪ、後行発書則規各．３

じ生が義疑に釈解の則規るす関に技競び及則規本．４

。るすと終最を定決会員委査審

会員委織組会大

償賠害損の両車他のそ亡死、傷負の員スビーサ、ールク、者加参技競、が ）定暫（ーリナテイア　１則付

察警、者理管路道、ルャシィフオ、員役会大、ーザイナガーオ、ＦＡＪてし対に

。いなわ負を任責償補切一は庁省係関びよお

ーザイナガーオた

等木樹、品備・設施場会、設施係関路道や備設のそたま車員役びよお

。るすとのもるす償賠てっもを任責が者加参技競も合場るなかいは故事の

項事守遵の者加参技競

。とこるす守遵を法通交路道、もとうろあがとこるな何如は中技競．１

。とこるとを動行な正公てしとﾝﾏﾂｰﾟﾎｽ、い従に示指のｰﾞｻｲﾅﾞｶｰｵ．２

。とこるす出提をけ届ｱｲﾀﾘき除り取をﾝｹｯﾞｾにち直、は合場たしｱｲﾀﾘ．３

し着装をﾂｰｽﾞｸﾝｼｰﾚびよおﾄｯﾒﾙﾍず必はていおに間区たれ

。とこるす行走てじ閉をｳﾞﾄﾝｲｳﾞﾄｲｻ

禁め

、合場たし見発が者係関は又員ブラク当、を為行なうよのそしも。すまし止

。すましと否拒走出はたま否拒加参

項事いないてれさ載記にびらな行施の則規本

。るなと効有に時同と付受込申加参の会技競、は用適の則規本．１

す対に者加参び及更変、則細の営運技競いないてれ

、ていおに囲範す示のそ、たま。す示てっよに知通式公は項事示指る

。るすとのもるす先優に示指たれさ示にです

に則規のてべす、は項事たれさ定決てっよに

。るす先優

会技競、は合場た

上以

 rac tsriFemit tegraT.tsid latoT.tsid nosiaiL.tsid SSnoitacoLCT eud
SS 所場 刻時定予車号1間時要所標目離距動移総離距ﾝﾞｿｴﾘ離距SS

0 CT ﾙﾟﾊｨﾞﾃｯｳ山子赤 10:9

1 CT 原池 11:901:085.585.5

SSSS11 　A-原池 小-原池( 谷 34.6 41:980:0

2 CT 郷之中 33:901:066.0132.4

SSSS22 郷之中 08.5 63:980:0

A2 CT ﾙﾟﾊｨﾞﾃｯｳ山子赤 95:951:088.2184.6

プールグリ 01:0

B2 CT ﾙﾟﾊｨﾞﾃｯｳ山子赤 90:01

スビーサ 02:0

C2CT ﾙﾟﾊｨﾞﾃｯｳ山子赤 92:01

3 CT 原池 93:0101:085.585.5

SSSS33 　B-原池 文-原池( 室 57.4 24:0160:0

4 CT 郷之中 90:1102:022.2174.7

SSSS44 郷之中 08.5 21:1180:0

A4 CT ﾙﾟﾊｨﾞﾃｯｳ山子赤 53:1151:088.2184.6

プールグリ 01:0

B4 CT ﾙﾟﾊｨﾞﾃｯｳ山子赤 54:11

スビーサ 02:0

C4 CT ﾙﾟﾊｨﾞﾃｯｳ山子赤 50:21

5 CT 谷小 51:2101:038.538.5

SSSS55 )室文-谷小(　谷小 10.8 81:2101:0

6 CT 郷之中 94:2102:084.5174.7

SSSS66 郷之中 08.5 25:2180:0

7 CT ﾙﾟﾊｨﾞﾃｯｳ山子赤 51:3151:088.2184.6

LATOT      91.2906.5595.63

暫暫定定　　　　IITTIINNEERRAARRYY



）ＯＲＣ（ーサィフオンョシーレリータィテペンコ　　２則付

生展　谷米

）土（日８２月１１

）日（日９２月１１

検車再

示公てに知通式公日後は細詳　　　　　

示公てに知通式公：ｅｌｉｂｏＭ

ス動行ＯＲＣ ルーュジケ

局務事会技競

クーパスビーサ

認確加参

検車式公

クーパスビーサ
トータス

クーパスビーサ
プールグリ

トウアイレクーパスビーサ、トウアイレＱＨ　３則付


