
◆　ＪＡＦ中部ジムカーナ選手権　　全８戦　◆
◆　ＪＭＲＣ中部ジムカーナ選手権　全８戦　◆
◆　ＪＭＲＣ全国オールスター選抜　全８戦　◆

ＪＭＲＣ中部

201８年＊＊月＊＊日発行

　　　　　　　　　　　　　　　　　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ＦＩＡ国際モータースポーツ競技規則
およびその付則に準拠したＪＡＦの国内競技規則およびその付則，ＪＭＲＣ
中部共通規則およびＪＭＲＣ中部ジムカーナ／ダートトライアル選手権規定、
スピード行事競技会開催規定および本競技会の特別規則に従って開催される。

第１条  競技会の名称
　２０１８年ＪＡＦ中部ジムカーナ選手権　（通称：ＪＡＦ戦）
　　　　　　ＪＭＲＣ中部ジムカーナ選手権（通称：チャンピオン戦）
　　　　　　ＪＭＲＣ全国オールスター選抜
第２条  競技種目
　ジムカーナ
第３条  競技格式
　ＪＡＦ公認：準国内競技・クローズド競技

 共通特別規則書

ＪＡＦ・ＪＭＲＣ

http://www.jmrc-chubu.jp/

草案０- 2017.01.04 

http://www.jmrc-chubu.jp/


第４条  開催日程　　　　　　　第５条　開催場所
　第１戦　　３月　４日（日）　　美浜サーキット・クニモト
　第２戦　　４月１５日（日）　　キョウセイドライバーランド
　第３戦　　５月１３日（日）　　奥伊吹モーターパーク
　第４戦　　６月　３日（日）　　イオックスアローザ
　第５戦　　６月１７日（日）　　鈴鹿サーキット国際南コース
　第６戦　　７月２２日（日）　　イオックスアローザ
　第７戦　　８月　５日（日）　　キョウセイドライバーランド
　第８戦　　９月２３日（日）　　イオックスアローザ
第６条  オーガナイザー
　第１戦　ｴﾌ ｵｰﾄｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ/美浜ﾓｰﾀｰｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ_＿＿（FASC/MMSC）
　第２戦　チームリミット＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（LIMIT）
　第３戦　ﾌﾟﾚｼﾞｬｰﾓｰﾀｰｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ/ﾁｰﾑｴﾑｱｲ＿＿＿＿＿（Pleasure/M-I）
　第４戦　ビッグバンスポーツクラブ＿＿＿＿＿＿＿（BIG VAN）
　第５戦　名古屋レーシングクラブ＿＿＿＿＿＿＿＿（NRC）
　第６戦　チーム・エー・ビー・シー　　＿＿＿＿＿（ABC）
　第７戦　チーム．シェラトン＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（SHERATON）
　第８戦　ﾁｰﾑｵﾌﾞﾓｰﾀｰﾎﾞｰｲｽﾞ/ﾁｰﾑｴｰ･ﾋﾞｰｼｰ＿＿＿＿＿（TOMBO/ABC）
第７条  大会役員および組織委員会
　組織委員長　　　　　公式通知にて発表
　組織委員　　　　　　　　　〃
　組織委員　　　　　　　　〃
第８条  競技会主要役員
　審査委員長　　　　公式通知にて発表
　審査委員　　　　　　　　〃
　競技長　　　　　　　　　〃
　コース委員長　　　　　　〃
　計時委員長　　　　　　　〃
　技術委員長　　　　　　　〃
　救急委員長　　　　　　　〃
　事務局長　　　　　　　　〃
　認定救急安全委員　　　　〃
第９条  参加車両
１．ＪＭＲＣ中部タイトル認定クラス（準国内）
　１）ＰＮ部門に参加する車両は、スピードＰＮ車両規定に適合した車両とする。
　２）ＳＡ部門に参加する車両は、スピードＳＡ車両規定およびＳＡＸ車両に適
　　　合した車両とする。
　３）ＳＣ部門に参加する車両は、スピードＳＣ車両規定に適合した車両とする。
　４）Ｄ部門に参加する車両は、スピードＤ車両規定に適合した車両とする。
　５）Ｂ部門に参加する車両は、当該年ＪＭＲＣ中部スーパー１５００車両規定
　　　に適合した車両とする。車両規則はＪＭＲＣ中部発行のモータースポーツ
　　　ハンドブックおよびＪＭＲＣ中部ＨＰに記載。
　　　以下、スーパー１５００（略称；Ｓ１５００）と記載。



２．ＪＭＲＣ中部タイトル認定外クラス（クローズド競技）
　１）参加可能な車両は原則として1989年12月31日までに生産が終了した市販車で
　　　ＪＡＦ国内競技車両規則第３編スピード競技規定のＢ車両、Ｄ車両とする。
　２）Ｄ車両で参加する場合、原則として 1989年12月31日までに生産が終了した
　　　市販車をベースとし、その改造範囲は当該年度スピードＳＣ車両規定のうち
　　　条文を追加、抹消したものを適用する。
　詳細は、ＪＭＲＣ中部ヒストリッククラス車両規則を参照のこと。
　　　（ＪＭＲＣ中部ＨＰに掲載）
http://www.jmrc-chubu.jp/home/news/id/521/
第１０条  クラス区分
１．ＪＭＲＣ中部タイトル認定クラス（準国内）
　ＰＮ－１　気筒容積1600cc以下の２輪駆動（ＦＦ、ＦＲ）のＰＮ車両＊１
　ＰＮ－２　気筒容積1600ccを超える２輪駆動（ＦＦ、ＦＲ）のＰＮ車両＊１
　ＰＮ－３　気筒容積1600ccを超える2000cc以下の２輪駆動（ＦＲ）の
　　　　　　ＰＮ車両のうち、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＊１
　ＰＮ－４　クラス１、クラス２およびクラス３に該当しないＰＮ車両＊１
　ＳＡ－１　気筒容積1600㏄以下の２輪駆動のＳＡ/ＳＡＸ車両
　ＳＡ－２　気筒容積1600㏄を超える前輪駆動のＳＡ/ＳＡＸ車両
　ＳＡ－３　気筒容積1600㏄を超える後輪駆動のＳＡ/ＳＡＸ車両
　ＳＡ－４　４輪駆動のＳＡ/ＳＡＸ車両
　ＳＣ　　　（クラス区分なし）
　Ｄ　　　　（クラス区分なし）
　Ｂ　　　　気筒容積1500cc以下の２輪駆動のＢ車両＊２
　　　　　　（車両規定はスーパー１５００車両規定で運用する。）
　＊１，＊２の記号のあるクラスは下記の使用禁止タイヤが定められる。 
　＊１の記号のあるクラスは、２０１８年全日本ジムカーナ／ダートトライアル
　選手権統一規則第２章　第２条　２）を適用する。
　＊２の記号のあるクラスは、下記タイヤの使用が認められない。

２．ＪＭＲＣ中部タイトル認定外クラス（クローズド競技）
　　　箱Ｄ－１　２輪駆動（ＦＲ）のＪＭＲＣ中部ヒストリッククラス車両
　　　箱Ｄ－２　上記以外のＪＭＲＣ中部ヒストリッククラス車両
　　補足）各クラス３台以上の受理でクラス成立とする。
　　　　　ただし不成立のクラスがある場合は両クラスを統合しクラス２のタイムに
　　　　　ハンディキャップを設定することができる。
　　　　　（ハンディキャップは公式通知にて発表される）

タイヤ製造者 ブランド名 使用が認められないタイヤ銘柄

住友ゴム工業㈱ DIREZZA 93J/98J/01J/02G/03G

㈱ブリヂストン POTENZA 520S/540S/55S/11S

東洋ゴム工業㈱ PROXES FM9R/08R/881/888/888R/RR

横浜ゴム㈱ ADVAN 021/032/038/039/048/050

Hankook Tire Co.Ltd. Ventus Z214/TD

Kumho Tire Co.Ltd. Ecsta V710/V70A

製造者問わず
ラリータイヤ／その他の海外製造タイヤ

（通称セミレーシングタイヤに準ずるタイヤ）等

http://www.jmrc-chubu.jp/home/news/id/521/


第１１条  参加資格
　１）当該年度有効なＪＡＦ競技運転者許可証所持者とする。
　２）ＪＭＲＣ中部に加盟しているクラブ・団体に所属している者はＪＭＲＣ
　　　中部共済に加入していること。その他の者は、ＪＭＲＣ中部共済の額以上
　　　（死亡時1000万円）の競技に有効な傷害保険または共済会補償に加入
　　　していること。
　３）前年度の全日本選手権各部門各クラスの上位１位までに認定されたシード
　　　ドライバーは、地方選手権への参加は認められない。
　４）満２０歳未満の競技運転者は、参加申込に際し、親権者の承諾書をオーガ
　　　ナイザーに提出しなければならない。
第１２条  参加人数
　１）１１０名までとする。
　２）同一運転者は１つの競技会で１つのクラスのみ参加できる。
　３）同一車両による重複参加は２名まで認められる。
第１３条  参加料
　１）ＪＭＲＣ中部所属クラブに所属している者　１６，０００円
　２）上記以外の者　　　　　　　　　　　　　　１７，０００円
第１４条  参加受付期間
　競技会開催日の１ヶ月前から１４日前の日曜日まで（必着）
第１５条  参加受理優先順位
　１）前年度全日本選手権各クラス　　　　　　　　シリーズ２～６位内
　２）前年度チャンピオン戦　　　　　　　　　　　シリーズ６位以内
　３）前年度ミドル戦（ＪＭＲＣ中部認定クラス）　シリーズ３位以内
　４）当該年チャンピオン戦（申込み締切り時点）　ポイント獲得者
　５）上記以外で主催者が上級者として認めた者
　※主催者はクラス成立のため、上記受付基準にかかわらず、クラス４名まで受理
　　することができる。
　※当該クラスの参加申込が３名未満(不成立の場合)の取り扱いについて、参加人
　　数に余裕があり、参加申込者が希望すれば出走は認めるが賞典外とする。
　※全日本選手権とはＪＡＦ全日本ジムカーナ選手権，チャンピオン戦とはＪＭＲ
　　Ｃ中部ジムカーナ選手権，ミドル戦とはＪＭＲＣ中部ジムカーナ東海・北陸
　　の各シリーズをいう。
第１６条  競技のタイムスケジュール
　ゲートオープン　　　　　公式通知にて発表
　公式受付　　　　　　　　　　　〃　　　　
　公式車検　　　　　　　　　　　〃
　慣熟歩行　　　　　　　　　　　〃
　ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｽﾞﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ　　　　　　〃
　第１ヒート　　　　　　　　　　〃
　慣熟歩行　　　　　　　　　　　〃
　第２ヒート　　　　　　　　　　〃
　表彰式　　　　　　　　　　　　〃



第１７条  競技運転者の装備
　１）競技中はレーシングスーツ、レーシングシューズ、レーシンググローブの
　　　着用を義務付ける。
　２）競技ヘルメットは、ＪＡＦ「スピード行事競技用ヘルメットに関する指導
　　　要項」に適合するものの着用を義務付ける。この適合性は、ラベルで表示
　　　されるかまたは証明できなければならない。
第１８条  賞典
１．ＪＭＲＣ中部タイトル認定クラス（準国内）
　１）全部門・全クラス　１位～３位　ＪＡＦメダル
　２）全部門・全クラス　賞典数は参加台数の２５％
　　　（小数点以下は四捨五入）とし、上限６位とする。
２．ＪＭＲＣ中部タイトル認定外クラス（クローズド競技）
　各クラス　１位～３位　賞金
第１９条　シリーズポイント（チャンピオン戦）
　１）各クラス３回以上の開催でシリーズ成立とする。
　２）各クラス３名以上の出走でクラス成立とする。
　３）各選手権競技会の各クラスごとに競技結果成績に基づき下記の得点を与える。

　４）得点合計の対象は成立競技会の70％（四捨五入）とし、高得点順に合計す
　　　る。ただし、競技会の合計数が５競技会に満たない場合は開催された全て
　　　の競技会が得点の対象となる。
　５）同点の場合はＪＡＦ地方選手権規定に準ずる。
　６）ＪＭＲＣ中部ジムカーナ選手権については、シリーズ最終戦までにＪＭＲＣ
　　　中部に加盟しているクラブ,団体に所属し、参加した者に与えられる。
　　　未所属の場合はシリーズ順位が抹消される。
　　　（シリーズ順位の繰上げは行わない。）
　７）女性運転者は該当者を抜粋し参加する車両クラス１位のベストタイムとの
　　　タイム差で順位を決定して別途得点を与える。
　　　シリーズ成立・得点については選手権クラスに準ずる。
第２０条　シリーズ表彰
　　シリーズ表彰対象者はＪＭＲＣ中部合同表彰式にて表彰される。

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位 ９位 10位

２０ １５ １２ １０ ８ ６ ４ ３ 2 1



第２１条　参加申し込み＆問い合わせ先
　注）ＪＭＲＣ中部に所属していない者は＋１,０００円
　　　の参加料が必要。

　第１戦　　３月　４日（日）　FASC/MMSC　美浜サーキット・クニモト
　大会名：ＦＡＳＣ・ＭＭＳＣ　美浜ジムカーナ
　参加料：１６，０００円（弁当付き）
　申込先：〒470－0331　豊田市平戸橋町永和８－３２　　　　
　　　　　ＦＡＳＣ事務局　嶽下　宗男　　　　
　　　　　TEL/FAX：090-2685-2944／0565-42-4162　

　第２戦　　４月１５日（日）　LIMIT　キョウセイドライバーランド
　大会名：リミットハイスピードジムカーナ
　参加料：１６，０００円（弁当付き）
　申込先：〒４７２－００４５　知立市長篠町新田東２３－７
　　　　　株式会社ゼスト内　LIMITジムカーナチャンピオン戦事務局
　　　　　TEL/FAX　0566-83-0030/0031

　第３戦　　５月１３日（日）　Pleasure/M-I　奥伊吹モーターパーク
　大会名：プレジャー エムアイ スプリングアタック 2018
　参加料：１６，０００円（弁当付き）
　申込先：〒４３５－００１５　浜松市東区子安町３０２－７
　　　　　（有）エムファクトリー内　ジムカーナチャンピオン事務局
　　　　　TEL/FAX　090-8151-5407/053-467-2088

　第４戦 　　６月　３日（日）　BIGVAN　イオックスアローザ
　大会名：ＢＩＧＶＡＮジムカーナＩＮ富山
　参加料：１６，０００円（弁当付き)
　申込先：〒931-8367　富山県岩瀬松原町７３
　　　　　ＢＩＧＶＡＮ事務局　河井牧夫
　　　　　TEL/FAX　076-438-4267

　第５戦　　６月１７日（日）　NRC　鈴鹿サーキット国際南コース
　大会名：ＮＲＣ鈴鹿ＢＩＧジムカーナ
　参加料：１６，０００円（弁当無し・鈴鹿共済会費含む）
　※鈴鹿共済会に加入している方は参加費1５，０００円証明できる写しを参加
　　 申込書に添付すること
　申込先：〒485-0041　小牧市小牧４－４３４
　　　　　名古屋レーシングクラブ事務局　後藤　康次
　　　　　TEL＆FAX　052-792-2031

　第６戦　　７月２２日（日）　ABC/TOMBO　イオックスアローザ
　大会名：ハイスピード・ジムカーナｉｎ ＡＲＯＳＡ
　参加料：１６，０００円（弁当付き)
　申込先：〒930-0982　富山県富山市荒川１－２－１８
　　　　　ＡＢＣ事務局　塩岡　雅敏
　　　　　TEL&FAX 076-431-3674



　第７戦　　８月　５日（日）　SHERATON　キョウセイドライバーランド
　大会名：シェラトンレーシングトライアル　IN　キョウセイ
　参加料：１６，０００円（弁当付き)
　申込先：〒432-8033　静岡県浜松市中区海老塚2-25-36
　　　　　チーム・シェラトン事務局　三浦　悦子
　　　　　TEL/FAX　053-455-3577/4595

　第８戦　　９月２３日（日）　TOMBO/ABC　イオックスアローザ
　大会名：ハイスピード・ジムカーナｉｎ ＡＲＯＳＡ Ⅱ
　参加料：１６，０００円（弁当付き)
　申込先：〒930-0982　富山県富山市荒川１－２－１８
　　　　　ＡＢＣ事務局　塩岡　雅敏
　　　　　TEL&FAX 076-431-3674

第２２条  付則
　１）本特別規則書に記載されない競技に関する細則は、国内競技規則、国際
　　　モータースポーツ競技規則ならびにＪＭＲＣ中部共通規則に従って開催
　　　される。
　２）本規則および競技に関する諸規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）当該年ＪＭＲＣ中部ジムカーナ部会認定シードドライバーは各自でゼッ
　　　ケンを指定位置に貼り付けて参加すること。

２０１８年　ＪＭＲＣ中部ジムカーナ　

シードドライバーリスト

渡瀬　和則 （０９１） 小林　伸人 （０８１） 土手　啓二朗 （０８２）

小林 ｷｭｳﾃﾝ （０８３） 西野　耕司 （０７１） 小川　国大 （０７２）

上本　昌彦 （０７３） 太田　明 （０６１） 酒井　昭 （０５１）

榎本　利弘 （０４１） 望月　健太郎 （０４２） 佐野　光之 （０４３）

森嶋　昭時 （０３１） 安部　洋一 （０３２） 小澤　忠司 （０３３）

西田　哲弘 （０２１） 岡部　隆市 （０２２） 桃井　守 （０１１）

村上　仁 （０１）

※（　　）はシードゼッケンナンバー 　　　　合計　１９名

暫 定
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