2018JMRC関 東 チャンピオンシリーズ第 6戦
2018JMRC栃 木 ・茨 城 ジムカーナシリーズ第 5戦
コスモス達 人 スラロームVol.34
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2018JMRC関東ジムカーナシリーズ共通規則
と2018JMRC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公認地方競技として開催される。
第1条
競技会の名称
2018JMRC関東チャンピオンシリーズ第 6戦
2018JMRC栃木・茨城ジムカーナシリーズ第 5戦
コスモス達人スラロームVol.34
第2条
競技種目
ジムカーナ
第3条
競技の格式
JAF公認地方競技及びクローズド競技(公認番号 2018 - 1322 )
第4条
開催日
2018年 8月 19日 (日曜日)
第5条
開催場所
茨城中央サーキット (茨城県石岡市吉生3174)
第6条
オーガナイザー
クラブーアイ(Ci)
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)
第7条
大会組織委員会
組織委員長
亀井 俊樹
組織委員
神生 恭利 / 清島 康伸
第8条
大会審査委員会
審査委員長
鎌田 耕造 (T1P)
審査委員
ダンディ赤城 (SPHERE)
第9条
競技役員
競技長
川又 正英
コース委員長
安田 慎(SRS)
技術委員長
吉田 紀夫(SRS)
計時委員長
成島 かずよし(ICC.S)
救急委員長
亀井 俊樹
事務局長
亀井 俊樹
第10条
参加車輌
2018JMRC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11条
参加資格
1) 2018JMRC関東ジムカーナシリーズ共通規則第２章に準ずる。
2) クローズド各クラスに参加する者は競技運転者許可証の有無を問わ
ないが、当クラブの会員又は当日限りの準会員とする。
第12条
クラス区分

1) JMRC関東チャンピオンシリーズ/JMRC栃木・茨城ジムカーナシリーズ
【共通クラス】
クラス
参加車両 気筒容積(cc)・駆動方式
PN1
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)
PN車両
1,600ccを超え2,000cc以下の2輪駆動車(FF・FR)
(※1)
PN3
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に該当しない車両
軽自動車（過給装置・駆動方式不問）
NT-K
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
B車両
2,000cc以下の後輪駆動車で、車両形式AP1
(※2)
NTR1
及びエンジン形式が変更された車両を除く
NTR2
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
気筒容量制限なしの2輪駆動車
B車両
S4
気筒容量制限なしの4輪駆動車
2) JMRC栃木・茨城ジムカーナシリーズ【限定クラス】
クラス
参加車両
気筒容積(cc)・駆動方式・etc
制限なし(SA及びAシード等のエキ
ファースト(※3)
不問
スパートが対象)
気筒容積・駆動方式制限なしの
AE
B車両(※4)
ハイブリッド車・電気自動車
NT2
B車両(※4) 制限なしの２輪駆動車
SC/D
SC/D車両 気筒容積・駆動方式制限なし
気筒容積・駆動方式制限なしの
チャレンジK(※3)
B車両(※4)
軽自動車
チャレンジ(※3)
B車両(※4) 気筒容積・駆動方式制限なし
チャレンジ特設(※3)
制限なし
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、2018年全日本ジムカーナ/ダー
トトライアル選手権統一規定 第2条の規定に従うこと。
※2 2018JMRC関東ジムカーナシリーズﾞ共通規則ｼﾘｰｽﾞ規定2．※2のタ
イヤ規定に準じること。
※3 クローズド格式(ライセンス不問)
※4 2018JMRC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。
第13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
8:20～9:10
ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｽﾞﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ 9:10～9:20
第1ヒート
9:30～
慣熟歩行
第1ヒート終了5分後より12:50まで
第2ヒート
13:10～

表彰式
全クラス正式結果確定10分後より
第14条
参加申込
1) 参加申込先、問い合せ先
〒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 担当：亀井
TEL：080-1324-6769/ Fax:029-873-1813
2) 参加申込受付期間
2018年 7月 26日(木) ～ 2018年 8月 9日(木)必着
3) 参加料(入場料を含む)
・共通クラス参加者 1名 13,000円
※JMRC関東加盟クラブ・団体に所属し、2018JMRC関東ジムカーナ
シリーズ共通規則書第6条1項を満たしている者は1,000円割引
(申込書に加盟クラブ・団体の捺印がない場合は割引対象外であり、
クラブ印は申込書に直接押印したもの以外は割引対象として認めない）。

・限定クラス(AE&NT2)参加者 1名 11,000円
・限定クラス(AE&NT2を除く)参加者 1名 9,000円
4) 申込方法:
所定の参加申込書・改造申告書および住所シールに必要事項を記入
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)
ジャパンネット銀行 本店営業部(店番００１)
普通口座 ２７８７７３８ 亀井 俊樹(カメイ トシキ)
第15条
賞典
2018JMRC関東ジムカーナシリーズ共通規則第13章 第27条に準する。
1) オーガナイザー賞：各クラス 1位～6位：楯・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16条
その他の事項
1) 公式通知等の掲示は、大会事務局裏の掲示スペースへ行う。
2) ドライバーズブリーフィングは、コース上のゴールエリア付近で行う。
3) 慣熟歩行は、図示した競技区間を徒歩にて行う。
第17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、2018JAF国内競
技規則及び2018JMRC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＞

2018JMRC 関東チャンピオンシリーズ第 6 戦
2018JMRC 栃木・茨城ジムカーナシリーズ第 5 戦
ICC ラウンド前日練習会
1. 開催日：
2. 開催場所：
3. 内容：
4. 走行順：

5. タイスケ：

6. 参加料：
7. 参加者(資格)：
8. 参加申込：

2018 年 8 月 18 日 (土曜日)
茨城中央サーキット, 茨城県石岡市吉生 3174
コースに要員を配置し、光電管にて計測を行います。
走行本数限定で、本数は当日発表します。
翌日のゼッケン順の走行とします。 *前半ゼッケンの方は早めの走行準備をお願いします。
円滑な運営で可能な限り走行して頂きたく、ご参加される皆様のご協力をお願いします。
走行時間に間に合わなくても走行可能ですが、本数は減ります。ご了承願います。
ゲートオープン
７：３０
午前走行
９：００～１２：００
参加受付
７：５０～８：３０ 休憩(昼休み)
１２：００～１２：５０
慣熟歩行
８：１０～８：４０ 午後走行
１３：００～１５：３０(終了予定)
ドラミ
８：４０～
退場
翌日の準備のため、１６ 時までに退場をお願いします。
8,000 円 (入場料込み)
JMRC 関東チャンピオンシリーズ第 6 戦/JMRC 栃木・茨城ジムカーナシリーズ第 5 戦参加者限定です。
競技会と同時に申し込むか、8 月 9 日木曜日までに現金書留もしくは銀行振込みにて申し込んで下さい。
練習会の受理書は発送しません。当日の参加申込み受付は行いません。
参加申込先 *競技会申込先と同一です。

クラブーアイ(Ci) 〒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／担当：亀井 ( TEL：０８０－１３２４－６７６９ )
振込先口座)：ジャパンネット銀行 本店営業部(店番００１) 普通口座 ２７８７７３８ 亀井 俊樹( カメイ トシキ )
9. その他：
・当日受付時、６００円でお弁当の注文が出来ます。ご利用ください。( 唐揚げ/ハンバーグ/カレー等 )
・練習会のパドックは翌日の競技会と同じ場所です。ご自分のパドック位置に荷物を置いていくことは可能ですが、
会場は、夜間、主催者不在・パドック管理無しとなります。
自己責任/オゥン・リスクにてお願いします。
10. 宿泊情報：
・最も近い ! 国民宿舎つくばね: 石岡市小幡２１３２－５０／TEL：０２９９－４２－３１２１
サーキットまで１５分, 1 泊夕食付５，９４０円～、 素泊４，１００円～、 http://www.tsukubane.tv/
・多分最安値 ! プリンスホテル高松: 筑西市西谷貝 638／TEL：０２９６－２５－０８２２
サーキットまで４０分、２，９８０円～ http://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/129464/129464.html
・朝日トンネルの開通により、ICC～つくば市間が３０分で移動できます。 (道にさえ迷わなければ)
つくば市(つくば学園都市)には、リーズナブルなホテルが多数あります。
・他、サーキットまで３０分程度の石岡市内に、
石岡プラザホテル: 石岡市国府１－６－３３／TEL：０２９９－２４－１１１０
ホテル橋本楼: 石岡市府中２－１－２９／TEL：０２９９－２２－２０２１
ホテルグランマリアージュ: 石岡市国府１－１／ TEL：０２９９－２２－４１００
がありますが、この近辺では比較的高めな料金設定です。
・サーキットまで 30～40 分程度必要ですが、土浦市内のホテルもわりあいリーズナブルです。
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ICCラウンド前日練習会 参加申込書 (開催日 8月 18日) 参加クラスに○印
参加クラス

PN1 ・ PN2 ・ PN3 ・ PN4 ・ NT-K ・ NT1500 ・ NTF ・ NTR1 ・ NTR2 ・ NT4 ・ S2 ・ S4
ファースト ・ AE ・ NT2 ・ SC/D ・ チャレンジK ・チャレンジ ・ チャレンジ特設

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
本練習会参加にあたり、関連して起こった死亡・負傷・その他の事故で、私自身の受けた障害について、主催者・役員・会場所有
者に対して、非難したり責任を追求したり、また損害賠償を要求したりしないことを誓います。
運転者署名
満20才未満の場合は親権者署名
印
印
主催者使用欄
受理日
参加料
参加クラス
ゼッケン

