
2017年JMRC 関東チャンピオンシリーズ 第9戦 

                      2017年JMRC 神奈川ジムカーナシリーズ 第4戦    
ベイサイド2017 ＩＥＤ チャレンジカップ 

競技会特別規則書                 JAF公認番号 2017年1331号 

【公示】 

本競技会は、一般社団法人日本自動車連盟（JAF）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国内競技規則及びその付則に従い、2017年JMRC関東ジムカーナシリーズ共通規則、2017年JMRC神奈川ジムカー
ナシリーズ統一規則及び、本競技会特別規則書に従い、JAF公認地方格式競技（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 

2017年JMRC関東チャンピオンシリーズ 第9戦 

  2017年JMRC 神奈川ジムカーナシリーズ 第4戦    
ベイサイド2017 ＩＥＤ チャレンジカップ 

第２条  競技種目       

ジムカーナ 

第3条  競技格式 

JAF 公認 地方格式競技（クローズド競技併設）    JAF公認番号 （２０１７－ １３３１号） 

第4条  開催日時・開催場所       

2017年10月 8日（日） 富士スピードウェイ ／ ジムカーナコース（静岡県）     

第5条  オーガナイザー    

アイ・イー・ディー・スポーツ （ＩＥＤ）  横浜市港南区港南 1－4－32 

第６条  大会組織委員会 

組織委員長     肥塚 紀明           組織委員     伊藤 清彦/大森 典佳  

第7条  大会審査委員会 

審査委員長    松本 哲夫              審査委員     片山 和也  

第8条  競技役員  

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   古林 卓也 

技術委員長    伊藤 清彦            救急委員長   長野 三千夫 

 事務局長      伊藤 清彦 

第９条   参加車両     

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。 
2017JMRC神奈川ジムカーナシリーズ統一規則に準ずる。 

第10条   参加資格     

（１）公認部門 

2017JMRC関東ジムカーナシリーズ共通規則第2章に準ずる。 

2017JMRC神奈川ジムカーナシリーズ統一規則に準ずる。 

（２）クローズド部門 

クローズドクラスへの参加は、競技会のオーガナイザークラブの会員及び一次準会員であること 

（未入会の者は参加申込と同時に自動的に期間限定会員・仮会員となる） 

2017年 JMRC神奈川ジムカーナシリーズ統一規則に準ずる。 

（３） 同一車両による重複参加は、２名までとする。 

第11条  クラス区分  
（１）地方公認クラス 

（2017JMRC関東チャンピオンシリーズ・2017JMRC神奈川ジムカーナシリーズに準ずるクラス区分） 
●  PN1クラス     PN車両で1600cc以下の2輪駆動車  （FF・FR） 
● PN2クラス     PN車両で1600ccを超える2輪駆動車   (FF・FR） 
● PN3クラス     PN車両で1600ccを超える2輪駆動車  （FF・FR）で、 

FIA/JAF 公認発行年又は、JAF登録年2012年1月1日以降の車両 
● PN4クラス     PN車両でPN1・PN2・PN3に該当しない車両 
● NT－K クラス    N・B車両で軽自動車 
●  NT1500クラス     N・B車両で1,586cc以下の前輪駆動車 
● NTF クラス     N・B車両で排気量制限なしの前輪駆動車 
● NTR1クラス       N・B車両で2,000cc以下の後輪駆動車で車両型式AP1及び 

エンジン型式を変更された車両を除く 



● NTR2クラス     N・B車両で排気量制限なしの後輪駆動車    
● NT4 クラス     N・B車両で排気量制限なしの4輪駆動車 
● EV  クラス     N・B車両で原動機を電力で稼働させる車両   
● S2  クラス    N・B車両で排気量制限なしの2輪駆動車 
● S4  クラス    N・B車両で排気量制限なしの4輪駆動車 

（２）クローズド部門（ライセンス不要） 2017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・駆動方式制限なしのB車両（女性運転者に限る） 
● CL1  クラス    N・B車両で1,600cc以下のB車両          
● CL2  クラス    N・B車両で1,600ccを超える2輪駆動車 
● CL3  クラス    N・B車両で1,600ccを超える4輪駆動車 
● 特別  クラス   2017年、JAF国内競技車両規則第3編に適合したB車両 

（ただし参加台数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） 

★ PN各クラスへの参加車両のタイヤは、2017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条の規定に従う事。 
他のクラスへの参加車両のタイヤは2017年 JMRC関東/神奈川ジムカーナ シリーズ共通規則書、規定に準ずる。 

第12条  参加料 

（１）地方公認競技クラス      1名 13,000 円 （入場料別途） 

● JMRC加盟クラブ/団体のクラブ員は、参加申込書にJAF 登録印を捺印が有る参加者のみ1,000円の割引が 

適応される。    （入場料別途） 

（２） クローズドクラス      1名 10,000円 （入場料別途） 

第13条  参加 申込み 期間   

●  2017年 8月 25日（金） から 9月 26 日（火）まで 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  

                                         TEL 042－705－1674 FAX 042－705－1684    090－3092－1347 

●  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  2017年JMRC関東/神奈川ジムカーナ部会所定の参加申込書・車両申告書・住所シール（任意）等 

必要書類に必要事項を記入して、署名捺印の上、参加料を添えて現金書留にて郵送するか、 
もしくは持参すること。 

● 銀行振込   下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 

必要書類に必要事項を記入して、署名捺印の上,郵送する事 
（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 

● 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 

第15条  賞 典 

（１）  2017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 タイムスケジュール  

ゲートオープン       6：50分 から 

参加確認受付        7：00分 から 7：50分 

公式車両検査        7：10分 から 8：00分 

慣熟歩行          8：00分 から 8：40分 

ドライバーブリーフィング   8：40分 から 8：55分 

慣熟走行             9：00分から  LB、ⅭⅬ1，2、3、特別クラス（クローズドクラスのみ） 

第1ヒート            慣熟走行終了後 約5分後から  （ゼッケン順にて） 

慣熟歩行             第1ヒート終了後終了後から 約40分間  

第2ヒート            慣熟歩行終了後 約5分後から  （ゼッケン順にて） 

表彰式              全クラス終了 約30分後から   

※ タイムスケジュールに変更が生じた場合は、公式通知にて発表 

第17条  その他の事項 

（１）  公式通知等の掲示 ： 会場公式掲示板 

（２）  ドライバーブリーヒング ： コース上スタート付近 予定 

第18条  付 則 

（１）  本大会特別規則書に記載されていない事項については、2017年JAF 国内競技車両規則及び2017年 JMRC関東
ジムカーナ シリーズ共通規則書、2017年JMRC神奈川ジムカーナシリーズ規定を適応する。 

（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。 

（３）  本規則は、参加受付と同時に施行する。 

大会組織委員会 


