
2017年JMRC栃木・茨城ジムカーナシリーズ第６戦 

Attack Gymkhana 2017 in Nasu 

 
特別規則書 

【 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

の国内競技規則に従い、かつ2017JMRC関東ジムカーナシリーズ共通規則

と2017JMRC栃木・茨城ジムカーナシリーズ共通規則および本競技会特別

規則によりJAF公認クローズド競技として開催される。 

 

第1条 競技会の名称 

2017年JMRC栃木・茨城ジムカーナシリーズ第６戦 

 

第2条 競技種目 

ジムカーナ 

 

第3条 競技の格式 

JAF公認 クローズド競技 

 

第4条 開催日 

2017年 8月20日 (日曜日) 

 

第5条 開催場所 

ドライビングパレット那須 

所在地：栃木県那須塩原市高林307-17 / TEL：0287-68-0345 

 

第6条 オーガナイザー 

クラブーアイ（略称：Ci JAF登録番号：08016） 

所在地：〒300-1236 茨城県牛久市田宮町1013-20 

株式会社オートサービス蛯原 クラブーアイ事務局 

代表者：入夏 高志／担当：亀井 俊樹(TEL：080-1324-6769) 

アクティブモータースポーツクラブ（略称：ACTIVE JAF登録番号：09013） 

所在地：〒321-0973 宇都宮市岩曽町１３０３番地 

代表者：清島 康伸／TEL：070-6644-1348 

 

第7条 大会主要役員 

組織委員長 亀井 俊樹 

競技長   清島 康伸 

コース委員長 安田 慎 

技術委員長 杉山 雄一 

計時委員長 亀井 俊樹 

救急委員長 大柿 雅人 

事務局長  川島 弘次 

 

第8条 参加車輌 

2017JMRC関東ジムカーナシリーズ共通規則第1章第2条に準ずる。 

 

第9条 参加資格 

2017JMRC栃木・茨城ジムカーナシリーズ共通規則書第４条に準ずる。 

ただし、クローズド競技格式の為、競技運転者はオーガナイザークラブ

の暫定会員とし、特別な申請やＪＡＦ競技ライセンスを必要としない。 

 

第10条 クラス区分 

クラス 参加車両 気筒容積(cc)・駆動方式 

ファースト 不問 
制限なし(SA及びAシード等のエキス

パートが対象) 

PN1 

PN車両 

(※1) 

1,600cc以下の２輪駆動車(FF・FR) 

PN2 1,600ccを超える２輪駆動車(FF・FR) 

PN3 

1,600ccを超える2輪駆動車(FF・FR)

で、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 

PN4 PN1,PN2,PN3に該当しないPN車両 

AE B車両(※3) 
気筒容積・駆動方式制限なしのハイ

ブリッド車・電気自動車 

NT2 B車両(※3) 制限なしの２輪駆動車 

NT-K 

B車両(※2) 

軽自動車（過給装置・駆動方式不問） 

NT1500 1,586cc以下の前輪駆動車 

NTF 気筒容量制限なしの前輪駆動車 

NTR 気筒容量制限なしの後輪駆動車 

NT4 気筒容量制限なしの4輪駆動車 

S2 
B車両 

気筒容量制限なしの2輪駆動車 

S4 気筒容量制限なしの4輪駆動車 

SC/D SC/D車両 気筒容積・駆動方式制限なし 

チャレンジ B車両(※3) 気筒容積・駆動方式制限なし 

チャレンジ特設 制限なし(※3) 5台以上の参加者申請によるクラス 

※1 PNクラスへの参加車両のタイヤは、JMRC関東ジムカーナシリーズ

共通規則ＰＮクラスのタイヤ規定に従うこと。 

※2 JMRC関東ジムカーナシリーズ共通規則に定めるタイヤ規定に従う

こと(タイヤサイズ３０種以上のタイヤ銘柄を使用の事他).。 

※3 2017JMRC栃木・茨城ジムカーナシリーズ共通規則 3．参加車両及

びクラス区分のタイヤ規定に準じること(Ｓタイヤ相当は使用不可)。 

 

第11条 タイムスケジュール 

ゲートオープン 7:00 

参加受付  7:30～8:00 

公式車両検査 7:45～8:15 

慣熟歩行  8:20～9:00 

ﾄﾞﾗｲﾊﾞー ｽﾞﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ 9:00～9:15 

慣熟走行  9:20～ 

第1ヒート  慣熟走行終了後ただちに行う 

慣熟歩行  第1ヒート終了後より30分間 

第2ヒート  慣熟歩行終了10分後～ 

表彰式  第2ヒート終了30分後～ 

第12条 参加申込 

1) 参加申込先、問い合せ先 

〒321-0973 栃木県宇都宮市岩曽町１３０３ きよしまかぐてん内 

アクティブモータースポーツクラブ事務局  清島 康伸宛 

TEL：070-6644-1348／FAX：028-661-2012 

e-mail：qvm81283@biglobe.ne.jp（メールは、問い合せと資料請求のみ） 

2) 参加申込受付期間 

2017年 7月 31日（月） ～ 2017年 8月14日（月）までとする。 

3) 参加料(入場料を含む) 

参加者  1名 10,000円 

※ファーストクラス及びチャレンジ系クラスの参加者 1名 9,000円 

4) 申込方法: 

所定の参加申込書・車両申告書に必要事項を記入し、署名捺印の上参

加料を添えて現金書留にて参加申込先に郵送すること。参加料を銀行

振込みにする場合は下記口座まで振込み、必要書類を郵送すること。 

振込先口座) 

みずほ銀行 宇都宮支店 普通１３３５１２８ 口座名義：清島 康伸 

  5) 参加諾否 

特別な場合を除き、全参加者を受理する。 

よって、参加受理書の発送は行なず不受理の場合のみ通知する。 

 

第13条 賞典 

1) オーガナイザー賞：各クラス 1位～6位：盾・副賞 

各クラス参加台数の1／3を超えない範囲とする。 

2) 表彰対象者が表彰式に欠席した場合には、表彰を放棄したものとして、

オーガナイザーの用意した副賞を授与しない。 

3) 競技当日、別途特別賞を設ける場合がある。 

 

第14条 その他の事項 

  1) 最大参加受理台数は原則として50台とする。 

2) 慣熟歩行は、図示した競技区間を徒歩にて行う。 

 

第15条 付則 

1) 本規則は本競技会に適用されるもので、参加受付開始と同時に有効

となる。 

2) 本特別規則書に記載されていない事項については、2017JAF国内競

技規則及び2017JMRC関東ジムカーナシリーズ共通規則を適用する。 

3) 本特別規則発行後JAFにおいて決定された事項は、全て本特別規則

に優先する。 

4) 本特別規則及び競技に関する諸規則(公式通知含む)の解釈に疑義が

生じた場合は、大会審査委員会の決定を最終とする。 

5) 本特別規則書及び各共通規則書に記載されていない競技運営に関す

る実施細則及び指示事項は、当日公式通知によって示される。 

 

 

 

 

＜大会組織委員会＞ 



練習会のご案内 

 
 

1. 開催日：  2017 年  8 月20 日 (日曜日) 

 

 

2. 開催場所： ドライビングパレット那須, 

 

 

3. 内容：  2017 年JMRC 栃木・茨城ジムカーナシリーズ第６戦後に、台数制限あり走行本数限定で行います。 

 

  ※募集参加台数と走行本数は当日までに栃木茨城ジムカーナシリーズ HP 等で公開予定です。 

 

 

4. タイスケ： 参加受付  １２：３０～１３：００ 

走行  １３：００～１６：００ 

ゲートクローズ １７：００ 

 

※参加受付時間及び走行時間は当日開催されていますシリーズ第６戦の進み具合により 

前後する場合があります。ご了承下さい。 

 

 

5. 参加料：  1,000 円／名 (シリーズ第６戦に参加した選手及びオフィシャル) 

  3,000 円／名 (練習会のみの参加者) 

 

 

6. 参加申込： 練習会のみの参加者は参加申込書に必要事項を記入して、参加受付時に参加料と合わせて持参下さい。 

 

 

7.事務局：  2017 年JMRC 栃木・茨城ジムカーナシリーズ第６戦 主催者 

 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― キ ― ― リ ― ― ト ― ― リ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

 

 

練習会参加申込書 (開催日 8月 20日)  

氏名  TEL/携帯  

住所  車両/形式  

重複参加 無・有 (参加者氏名:                          ) 

 

誓約書 

 

私は、練習走行会に関する諸規則並びに注意事項を承認し遵守致します。 

また運転者は、ジムカーナ走行について標準能力を持ち、参加車両についてもコースまたはスピードに対して適性があり、 

ジムカーナ走行が可能であることを申告致します。 

私は、モータースポーツが危険性を伴う走行である事を十分認識の上、自己の責任において誠実かつ適切にジムカーナ走行を

遂行するとともに、本練習走行会に関連して万一事故が発生し、私や私の関係者が被害を被ることがあっても、コース管理者をは

じめ練習走行会関係者（団体および個人）の方々に対していかなる責任も追求することは致しません。 

 

運転者署名                          満20才未満の場合は親権者署名 

 

                             印                                   印   平成     年     月     日 

 

主催者使用欄 

受理日 参加料 車両 ゼッケン 

 

 

   

 


