
2019JMRC 栃木・茨城ジムカーナシリーズ第３戦

うさぎとかめのスラローム 2019
特別規則

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 JAF の国内競技規則とその

付則、スピード行事競技会開催規定、２０１９年 JMRC 栃木・茨城ジムカーナシリーズ共通規則書及び本競

技会特別規則書により JAF スピード行事・クローズド競技会として開催される。

----------------------------------------------------------------------------------------------

第１条 競技会の格式及び名称

JAF 公認クローズド競技

うさぎとかめのスラローム 2019

第２条 競技種目

ジムカーナ競技（スピード行事）

第３条 開催日

２０１９年５月２６日

第４条 開催場所

ドライビングパレット那須

（栃木県那須塩原市高林）

第５条 オーガナイザー

チームろいやる佐野（T.R.SANO）

第６条 大会主要役員

大会会長 ： 関谷光弘

競技長 ： 大柿雅人

コース委員長 ： 山口一浩

計時委員長 ： 堀 秀和

技術委員長 ： 荒居 浩

救急委員長 ： 星めぐみ

事務局長 ： 永島雅巳

第７条 参加資格

２０１９年 JMRC 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

転者は主催クラブの暫定会員とし、特別な

申請や JAF ライセンスを必要としない。

第８条 参加申し込み

1）参加料 ￥11,000

＊チャレンジ及びファーストクラスは

￥９，０００とする

学生は￥1,000 割引きとする

2）参加受付期間

５月 １日～５月１９日（日）

3）申し込み方法

基本的に参加申込書及び参加料を添えて

現金書留にて郵送する事。

（その他の方法は事務局に問合せ）

4）申し込み先

〒327-0103 栃木県佐野市石塚町 1950-4

有）レイ内 チームろいやる佐野事務局

電話：0283-25-3335 FAX：0283-25-3208

E-mail：ray@sctv.jp

Web：http://www.jmsray.com

5）参加諾否

特別な場合を除き参加を受理する。

ただし参加台数は最大５０台とする、特

別な理由により不受理の場合のみ通知し

ます。

第９条 参加車両

２０１９年 JAF 国内競技車両規則「第３

編」に適合した車両とする。

第１０条 クラス区分

2019JMRC 栃木・茨城ジムカーナシリーズ

共通規則書３）参加車両及びクラス区分

に準ずる。

＊各クラスとも参加台数が２台に満たな

い場合は、そのクラスは未成立とし他の

クラスへ編入する場合がある。



第１０条－２ 特別クラス

参加台数３台以上の申し込みにてチャレ

ンジ特別クラスを設ける、事務局まで連

絡ください。

第１１条 競技のタイムスケジュール

ゲートオープン ：

参加確認受付 ： 12：00～12：30

車 両 検 査 ： 12：20～12：50

慣 熟 歩 行 ： 13：00～13：30

Dr ブリーフィング： 13：40～

慣 熟 走 行 ： 14：00～14：30

第１ヒート開始 ： 14：30～

慣 熟 歩 行 ：（第１ヒート終了～

第２ヒート開始 ：（完熟歩行後～

表 彰 式 ：（16：00 予定～

第１２条 コース

コースの設定は、競技会当日の公式通知

によって発表する。

第１３条 賞典

各クラス １位～３位：トロフィー等

記念品及び副賞

各クラス ４位～６位：副賞

第１４条 賞典対象

クラス参加台数 １５台以上・６位まで

クラス参加台数 １４台以下・４位まで

クラス参加台数 １０台以下・３位まで

クラス参加台数 ４台以下・・１位のみ

第１５条 その他

本特別規則書及び共通規則書に記載され

て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。

◇参加料を銀行振り込みにする場合は

ジャパンネット銀行

003 8073374 口座名：ナガシママサミ

振込後事務局にお知らせください。

うさぎとかめのスラローム組織委員会

組織委員長： 西澤公男

組織委員 ： 和田俊博

組織委員 ： 松元義樹

組織委員 ： 庄司 睦

組織委員 ： 小井沼政雄

うさぎとかめのスラローム審査委員会

審査委員長： 山田哲雄

審査委員 ： 佐藤浩史



◆参加車両及びクラス区分

----------------------------------------

◇PN 車両

PN1：気筒容量 1600cc 以下の２輪駆動車

PN2：気筒容量 1600cc を超える２輪駆動車

PN3:PN2 のうち FIA／JAF 公認発行年または

JAF 登録が 2012／1／1 以降の PN 車両

PN4：PN1～PN3 に該当しない PN車両

----------------------------------------

◇B 車両（規制対象のタイヤ使用不可）

AE:ハイブリット車、電気自動車

NT2：気筒容積制限なしの２輪駆動車

NTF1：気筒容積 1586cc 以下の前輪駆動車

NTF2：気筒容積制限なしの前輪駆動車

NTR1：2000cc 以下の後輪駆動車で、車両型式

AP１及びエンジン型式が変更された車

両を除く。

NTR2：気筒容積制限なしの後輪駆動車

NT4：気筒容積制限なしの４輪駆動車

S2：気筒容積制限なしの２輪駆動車

S4：気筒容積制限なしの４輪駆動車

----------------------------------------

◇ファースト：気筒容積、駆動方式制限なし

◇チャレンジ K：B車両の軽自動車

◇チャレンジ：B車両

◇学生チャレンジ：不問（ＳＣ・Ｄ車両を除

く）

◇特設：参加者申請によるクラス

----------------------------------------

＊1）規制対象のタイヤ銘柄

ダンロップ：

D93J、D98J、D01J,RSV98,02G,03G,β02

ブリヂストン：

520S、540S,55S,11S,05D,06D,07D,12D

横浜ゴム：

A021R,A032R,A038,A039,A048,A049、

A050,A052

東洋ゴム：

FM9R,08R,R881,R888

他：縦溝のみのタイヤ／ラリータイヤ／海外メー

カー製通称 S タイプ等

＊2）ＮＴ2.チャレンジ系を除くタイや規制（2019

ＪＭＲＣ関東ジムカーナ共通規則に準じる）

a）２０１８年１２月３１日時点で単一コンパウ

ンドかつ国内販売が３０サイズ以上のライン

ナップを有する事。

または、UTQ の TREAD WEAR が２４０以上（タ

イヤの刻印にて確認）のタイヤ。

b）上記 1）を満たしたタイヤで、かつタイヤ接

地面にタイヤを１周する連続した複数の縦溝

を有している事。

c）上記 2）の溝はレッドウェアインジケータ（ス

リップサイン）が出るまで維持されている事。


