
2022JMRC関東チャンピオンシリーズ第2戦 

2022JMRC栃木・茨城ジムカーナシリーズ第3戦  
コスモス達人スラロームVol.37 

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2022JMRC関東ジムカーナシリーズ共通規則

と2022JMRC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公認地方競技及びクローズド競技として開催される。 

第1条 競技会の名称 

2022JMRC関東チャンピオンシリーズ第 2戦 

2022JMRC栃木・茨城ジムカーナシリーズ第 3戦 

コスモス達人スラロームVol.37 

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 2022 - 1310 ) 

第4条 開催日 

2022年 4月 24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  川又 正英 / 杉山 雄一 

第8条 大会審査委員会 

審査委員長 鎌田 耕造 (T1P) 

審査委員  神生 恭利 (ICC・S) 

第9条 競技役員 

競技長  川又 正英 

コース委員長 川又 正英 

技術委員長 植村 隆治 

計時委員長 成島 かずよし 

救急委員長 亀井 俊樹 

事務局長  亀井 俊樹 

第10条 参加車輌 

2022JMRC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) 2022JMRC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。 

3)参加台数は100台を上限とする。 

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 参考 車両 気筒容積(cc)・駆動方式 

PN1 JG8 

PN車両

(※1) 

気筒容積1600cc以下の２輪駆動車(FF・FR) 

PN2 JG7 気筒容積1600ccを超える２輪駆動車(FF・FR) 

PN3 JG6 

気筒容積1600ccを超え2000cc以下の2輪駆

動車(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 JG5 PN1,PN2,PN3に該当しない車両 

PN5 JG12 
PN車両

(※2) 

気筒容積制限なしの4輪駆動車 

PN6 JG13 気筒容積2000ccを超える2輪駆動車(FF・FR) 

PN7 JG14 気筒容積2000cc以下の２輪駆動車(FF・FR) 

NTF1 

B車両 

(※1) 

気筒容積制限なしの前輪駆動車 

1500ccを超えるVTEC、MIVECを除く 

NTF2 気筒容積制限なしの前輪駆動車 

NTR1 

気筒容積2000cc以下の後輪駆動車で、車両

形式AP1及びエンジン形式が変更された車

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 B車両 気筒容積制限なしの2輪駆動車 

S4 B車両 気筒容積制限なしの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 

ファースト(※3) 不問 
制限なし(SA及びAシード等のエキ

スパートが対象) 

AE B車両(※1) 
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(※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 

GR2(※3) 

トヨタ・GR車、レンタル車両(2WD・AT及び

GR86・AT先着各３名)による初心者向けクラス、

練習走行1本付き 

GR4(※3) 
トヨタ・GR車、レンタル車両(4WD・MT先着 

３名)による初心者向けクラス、練習走行1本付き 

チャレンジK(※3) B車両(※4) 
気筒容積・駆動方式制限なしの 

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 2022JMRC関東ジムカーナシリーズﾞ共通規則シリーズ規定2．※2の

タイヤ規定に準じること。 

※2 2022JMRC関東ジムカーナシリーズﾞ共通規則シリーズ規定2．※3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 2022JMRC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 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 2022年4月1日（金）～2022年4月14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、2022JMRC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 

(参加申込書に直接JAF登録印の捺印があること） 

・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) PayPay銀行(旧ジャパンネット銀行)/本店(店番：００１) 

普通口座：２７８７７３８/カメイ トシキ 

第14条 新型コロナ感染対策関連 

  1) 各自が、感染者を出さないという意識での対処・行動を切にお願いし

ます。 

2) 入場時に参加者・同乗者の体温測定を非接触体温計又は接触型体温 

で行い、発熱があれば入場を拒否する。その場合、参加料の返還は

行わない。 

  3) 開催日2週間以内に発熱や感冒症状で受診・服用した場合は参加出

来ない。開催前日までにその旨の連絡があれば 6)を適用する。 

  4) 会場の主だった場所に、アルコール等の手指消毒剤を設置しますが、

各自においても出来る限りハンドソープや除菌液・消毒液等を携帯す

る事（推奨）をお願いします。また各自、手洗い・うがい・除菌をこまめ

に行っていただく事をお願いします。 

  5) 会場内では三密を避ける行動を心がけ、走行時以外は体調に留意し

てマスクの着用をお願いします。 

  6) 参加申込み期間中から競技会開催日までに新型コロナ感染状況によ

って地方自治体の要請等により大会が中止となった場合、参加料から

事務手数料としてオーガナイザーが決定した金額を差し引いた額を銀

行振込み等で返還する。 

第15条 タイムスケジュール 

ゲートオープン 7:30～  参加受付  7:40～ 

以降のスケジュールに関しては、受理書並びに公式通知にて発表する。 

第16条 賞典 

2022JMRC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17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等へ行う。 

2) ドライバーズブリーフィングは、大会事務局付近等で行う。 

3) 慣熟歩行は、図示した競技区間を徒歩にて行う。その際、ソーシャル 

ディスタンスの保持をお願いします。 

第18条 付則 

1) 本規則は本競技会に適用され、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、2022JAF国内競

技規則及び2022JMRC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。 

 

＜CI大会組織委員会＞ 



2022JMRC 関東チャンピオンシリーズ第 2 戦 

2022JMRC 栃木・茨城ジムカーナシリーズ第 3 戦 

ICC ラウンド前日練習会 
 

1. 開催日：  2022 年 4 月 23 日 (土曜日) 

 

2. 開催場所： 茨城中央サーキット, 茨城県石岡市吉生3174 

 

3. 内容：  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。 

 

4. 走行順：  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。 

 

5. タイスケ： 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。 

 

6. 参加料：  8,000 円 (入場料込み) 

 

7. 参加者(資格)： JMRC 関東チャンピオンシリーズ第 2 戦/JMRC 栃木・茨城ジムカーナシリーズ第 3 戦参加者限定です。 

 

8. 参加申込： 競技会と同時に、4 月14 日（木）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)：PayPay 銀行(旧ジャパンネット銀行)/本店(店番００１) 普通口座 ２７８７７３８ ( カメイ トシキ ) 

 

9. その他：  ・各自が、感染者を出さないという意識での対処・行動を切にお願いします。 

  ・入場時に参加者・同乗者の体温測定を非接触体温計又は接触型体温で行い、発熱があれば入場を拒否します。 

・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。 

 

 

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

 

ICCラウンド前日練習会 参加申込書 (開催日 4月 23日) 参加クラスに○印 

参加クラス 
PN1 ・ PN2 ・ PN3 ・ PN4 ・ PN5 ・ PN6 ・PN7 ・ NTF1 ・ NTF2 ・ NTR1 ・ NTR2 ・ NT4 ・ S2 ・ S4 

ファースト ・ AE ・ NT2 ・ SC/D ・ GR2 ・ GR4 ・ 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。 

参加者署名                               参加者が未成年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 

 

 

   

 



協　賛

茨城トヨタ自動車株式会社

　でも・・・マイカーでは

　　　　　何となく不安。

　そんな方には、

　　レンタルヤリス＆８６があります！

クルマが心配・・・ そんな方には､

　　レンタル車もあります！

レンタル車は、ＧＲ８６と

　　ＧＲヤリスＲＳと

ヘルメット・グローブ・ 　　ＧＲヤリスＲＺの３台

　長袖・長ズボン・運動靴 お好みに合わせて選べます。

（専用の物でなくても可） 免許が心配・・・ ＣＶＴ車もあるから

運転免許証 　　ＡＴ免許でもＯＫ！

自分で車両を用意する時は、 レンタル車は、

　　ナンバー付き車両で！ 　　２ＷＤ(FR)・ＭＴ車 or ＡＴ車※と

通称Ｓタイヤは、使用不可！ 　　２ＷＤ(FF)・ＣＶＴ車と ※GR86（MT車 or AT車は、開催場所により異なります。

　　４ＷＤ・ＭＴ車です。 　主催者にお問い合わせください。）

費用が心配・・・ レンタル費用は、

　　１大会　４,０００円

その他の注意点 ・ＧＲヤリスＲＺの運転には､

　　ＭＴ免許が、必要です。

・免許取得後１年以上

　　　経過した方。

・大会への参加料が別途必要。

・各車、先着３名迄の利用

・誓約書等への同意が必要です

・破損時は、

　　　修理費用が必要です。

・レンタル車も、

　　　初心者限定です。

・申し込み時に、どの車両を利

　用希望かをお知らせ下さい。

トヨタ・レクサス・ＧＲ車で、

ジムカーナに挑戦！

ＧＲクラスとは？

ＧＲ２クラス ＧＲ４クラス

参加に必要な
ものは？

その他・注意
点は？

トヨタ自動車株式会社GAZOO Racing Company

クルマは？ トヨタ車・レクサス車・ＧＲ車

ＧＲ２とＧＲ
４の違いは？

２ＷＤに限る ４ＷＤに限る

参加対象者は？ 初心者に限らせていただきます。

トヨタカローラ栃木


