
 

競技会特別規則書  ＪＡＦ公認番号２０１５年    ・   号 

【公示】 
本競技会は、日本自動車連盟（JAF）公認のもとにFIA国際モータースポーツ競技規則に準拠した、JAF国内

競技規則に従い、かつ本競技会特別規則及び、２０１５年JMRC関東ジムカーナシリーズ共通規則書、２０１５

年ＪＭＲＣ神奈川ジムカーナシリーズ規定に従って、地方格式競技（クローズド競技併設）として開催される。 

 

 

第１条  競技会の名称 

２０１５ＪＭＲＣ 神奈川ジムカーナ 第5戦、第６戦   ベイサイド２０１５ ＩＥＤ チャレンジカップ 

 

第２条  競技種目      ジムカーナ 

  

第３条  オーガナイザー   アイ・イー・ディー・スポーツ （ＩＥＤ） 

クラブ所在地    〒２３３－０００３  横浜市港南区港南 １－４－３２ 

ＴＥＬ０４２－７０２－９３６２   ＦＡＸ０４２－７０２－９３６２ 

代表  肥塚 紀明 

第４条  大会役員 

 大会組織委員長  伊藤 清彦      大会組織委員  大森 典佳   肥塚 紀明 

審査委員長  松本 哲夫（JRSCC）  審査委員  金子 麻由美  

競 技 長  肥塚 紀明        副競技長  伊藤 清彦   

コース委員長  肥塚 紀明       計時委員長  藤原 麻衣 

技術委員長  伊藤 清彦       救急委員長  長野 三千夫  

パドック委員長  尾関 恭輔         事務局長  伊藤 清彦 

 

第５条  開催場所      富士スピードウェイ ／ ジムカーナコース （静岡県） 

 

第６条  開催日時      ２０１５年 ９月 ２０日（日） 

 

第７条  タイムスケジュール ゲートオープン ６：５０分 から（その他詳細は、公式通知にて発表する） 

 

第８条  公式通知 

（１）    本大会特別規則２０１５年JMRC神奈川ジムカーナシリーズ規定、及び２０１５年 JMRC 

関東ジムカーナ シリーズ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、公式通知によって示される。 

（２）    本規則及び競技に関する細則の解釈に疑義が生じた場合は、競技会審査委員会の決定を 

最終とする。 

 

 

 

 

第９条  クラス区分 （クラスが不成立になる場合は、条件が合う別クラスで,出走して頂く事があります。） 

(1) 公認部門  （全て２０１５年JAF国内競技車両規則第３編に適合した車両とする） 

● ＰＮ１クラス  １６００cc以下の前輪駆動のＰＮ車両 

● ＰＮ２クラス  １６００ccを超える前輪駆動のＰＮ車両 

● ＰＮ３クラス  ２０００cc以下の後輪駆動のＰＮ車両 

● ＰＮ４クラス  ２０００ccを超える後輪駆動のＰＮ車両 

 ● ＰＮ５クラス   PN１、PN2、PN３、PN4、、に核当しないPN車両 

●  ＢＮＴ１５００クラス  １５８６㏄以下の前輪駆動のＢ車両 

● ＮＴＦクラス  排気量制限無しの前輪駆動のＢ車両 

● ＮＴＲ１クラス ２０００㏄以下の後輪駆動のＢ車両 

(車両形式 AP1 を除く、エンジン型式を変更された車両を除く) 

● ＮＴＲ２クラス 排気量制限無しの後輪駆動のＢ車両 

● ＮＴ４クラス  排気量制限無しの４輪駆動のＢ車両 

● ＥＶ  クラス  原動機を電力で稼働させるＢ車両   

★ 上記 各クラス （タイヤ制限有／JMRC関東及び、神奈川、本大会 共通規則書の規定に準ずる。参照） 

● Ｓ－２クラス  排気量制限無しの２輪駆動のＢ車両（Sタイヤ可） 

● Ｓ－４クラス  排気量制限無しの４輪駆動のＢ車両（Sタイヤ可） 

（２） クローズド部門 （ライセンス不要）（２０１５年JAF国内競技車両規則第３編に適合した車両とする） 

● ＬＢクラス（レディース） 排気量・駆動方式制限無のＢ車両（女性運転者に限る） 

● ＣＬ１クラス  １６００cc以下のＢ車両          

● ＣＬ２クラス  １６００ccを超える２輪駆動のＢ車両 

● ＣＬ３クラス  １６００ccを超える４輪駆動のＢ車両 

●  特別 クラス  ２０１５年、JAF国内競技車両規則第３編に適合したＢ車両 

（但し、参加台数３台以上 クラス名は要望により、自由設定できる。複数クラス設定可） 

★ 上記 各クラス （タイヤ制限有／JMRC関東及び、神奈川、本大会 共通規則書の規定に準ずる。参照） 

 

第１０条 参加資格     

（１） 公認部門 

当該車両を運転する事が出来る運転免許証とＪＡＦ発給の２０１５年の競技運転者許可証 

（ライセンス）の 国内 Ｂ、Ａ を、所持している事。 

２０１５年 JMRC神奈川ジムカーナシリーズ規定に準拠する。 

（２） クローズド部門 

当該車両を運転する事が出来る運転免許証を所持している事。 ＩＥＤスポーツのチーム員 

を原則とするが、未入会の者は参加申込と同時に自動的に当日のみの期間限定会員（仮会員） 

となる。 

２０１５年 JMRC神奈川ジムカーナシリーズ規定に準拠する。 

第１１条  参加料 

（１） 公認部門 

● １２，０００円 

（ＪＭＲＣ関東のクラブ・団体に未加入、又は登録クラブの捺印が無い者） 

● １１，０００円 

（ＪＭＲＣ関東のクラブ・団体に加入のクラブ員で登録クラブの捺印が有る者） 



（２） クローズド部門 

● １０，０００円 

（上記２部門共、入場料をゲートでお支払い下さい） 

 

第１２条  チーム参加申込 

（１） 参加費は、１チーム １，０００円 とする。 

（２） ３名１組でチーム構成をして、参加申込時に所定の用紙に記入し、一般申込書と同封する事。 

（３） チーム賞に対する順位決定は、参加各人の各クラスでの成績順位の数字を基にして、３名全員分 

の数字の合計が少ないチームを上位とする。同点の場合は、３名のベストタイムを合計してその 

タイムが少ないチームを上位とする。 

第１３条  参加受付期間   ２０１５年 ８月 １日（土） から ９月 ８ 日（火） 必着 

 

第１４条  参加申込先及び参加申込方法 

参加申込先  〒２５２－０３４４ 相模原市南区古淵 ５－３２－７ 

アイ・イー・ディー・スポーツ事務局 

ＴＥＬ０４２－７０２－９３６２    ＦＡＸ０４２－７０２－９３６２ 

振込先   横浜銀行  伊勢佐木町支店    普通  ６００４５８９ 

アイ・イー・ディー スポーツ 

参加申込方法 『現金書留』又は『銀行振込』方式を選択できる。 

●  現金書留 方式は、参加申込書・車両申告書・住所シール（任意）等必要書類に 

参加料を添えて現金書留にて郵送する。 

●  銀行振込 方式は、上記口座に参加料を振込むと共に、速やかに参加申込書・車両 

申告書・住所シール（任意）等必要書類を郵送する。 

（注） 銀行振込の際、参加者又は競技運転者名を振込名義人としなければならない。 

☆  参加申込書・車両申告書はＪＭＲＣ関東及び神奈川ジムカーナ部会のホームページ 

からダウンロードして使用も可能ですが、必ずＡ４サイズ２枚（JMRC関東の書式） 

にして下さい。 

 

第１５条  賞 典 

（１） ２０１５年JMRC関東ジムカーナシリーズ共通規則書第１３章第２７条に準拠する。 

（２） その他、賞を設定する場合がある。 

 

第１６条  付 則 

（１）  本特別規則書に記載されていない事項については、JAF国内競技規則、２０１５年JMRC 

関東ジムカーナシリーズ共通規則及び２０１５年JMRC神奈川ジムカーナシリーズ規定に 

準拠する。 

（２） 本規則は、参加受付と同時に施行する。 
 

ＩＥＤ大会組織委員会 

 

 

 

２０１５ ＪＭＲＣ 神奈川ジムカーナシリーズ 第5、６戦 

ベイサイド２０１５  ＩＥＤチャレンジカップ 

ＪＭＲＣ神奈川ジムカーナ部会ＨＰ http://yokohama.cool.ne.jp/jmrc_kanagawa/ 

 

競技会特別規則書 

ＪＡＦ公認番号２０１５年      ・     号 

 

【公示】 

本競技会は、日本自動車連盟（JAF）公認のもとにFIA国際モータースポーツ競技規則に準拠した、JAF国内

競技規則に従い、かつ本競技会特別規則及び、２０１５年JMRC関東ジムカーナシリーズ共通規則書、２０１５

年ＪＭＲＣ神奈川ジムカーナシリーズ規定に従って、地方格式競技（クローズド競技併設）として開催される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

競技種目         ジムカーナ 

オーガナイザー      アイ・イー・ディー・スポーツ （ＩＥＤ） 

開催場所         富士スピードウェイ ／ ジムカーナコース （静岡県） 

開催日時         ２０１５年 ９月 ２０ 日（日） 


