2011 JMRC 新潟ジムカ－ナシリ－ズ第 4 戦

エンドレスカップジムカーナ in 新潟
特 別 規 則 書
第１条 競技会の定義及び組織
本競技会は、社団法人日本自動車連盟(JAF)の公認のもとに国際自動車連盟(F I A)の国際モ－タ－スポ－ツ競技
規則に準拠した JAF 国内競技規則及びその付則、2011JMRC 関東ジムカ－ナシリ－ズ共通規則、2011JMRC 新
潟ジムカ－ナシリ－ズ規定及び本競技会特別規則に従い、地方競技及びクローズド競技として開催される。
第２条 競技会の名称
2011 JMRC 新潟ジムカ－ナシリ－ズ第 4 戦
エンドレスカップジムカーナ in 新潟
第３条 競技種目
四輪自動車によるジムカ－ナ競技
第４条 競技の格式
JAF 公認地方競技及びクローズド競技
第５条 開催日程
2011 年 7 月 3 日（日）
第６条 開催場所
〒959-2600 新潟県胎内市松波 1013 番地 36
スピードパーク新潟
第７条 オーガナイザー
JAF 加盟クラブ チームオートスポーツ下越（TASK）
所在地 新潟市北区森下 691 代表者 青山誠志
（特別共催：チームワンオーワンスポーツ（One-O-One） 代表者 伊藤貴雄）
第８条 組織委員会
組織委員長：伊藤貴雄 組織委員：地濃圭介 組織委員：豊田智也
第９条 競技会主要役員
１）競技会審査委員会
競技会審査委員長：南宗一（NCCS） 審査委員：日野浦彰
２）競技役員
競技長：伊藤貴雄
副競技長：平松純也
コ－ス委員長：板垣信
計時委員長：伊藤勝雪
技術委員長：青山誠志
救急委員長：日野浦聡
事務局長：五十田英雄
第 10 条 開催日時
タイムスケジュ－ル
ゲートオープン
7:30 ～
参加確認受付
7:45 ～ 8:30
公式車両検査
7:50 ～ 8:40
慣熟歩行
8:40 ～ 9:30
ドライバーズブリーフィング 9:30 ～ 9:50
競技開始
10:00 ～
第 11 条 参加資格
参 加 者 ・参加者は JAF 発給の 2011 年度の競技参加者許可証の所持者でなければならない。ただし、参加者
を競技運転者が兼ねることができる。
競技運転者・当該車両を運転することができる運転免許証と JAF 発給の 2011 年度の競技運転者許可証(ライセン
ス)国内 B 又は国内 A を所持していること。(クローズドは除く)
・20 歳未満の競技運転者は参加申込みに際し、親権者の同意を受けると共に親権者の署名及び捺印を必
要とする。
・クロ－ズドクラスは主催クラブのクラブ員に限る。なお、準会員を募集する（第 12 条参照）。

第 12 条 準会員の募集
クロ－ズドクラスの併設に伴い、準会員を募集する。応募は所定の手続き（参加申込み）をしたうえで、主催クラブ
代表が妥当と認めた者を受理された日から競技会当日までの期間、主催クラブの準会員とする。
第 13 条 クラス区分および参加車両
N1 クラス N 車両、気筒容積 1,500cc 以下の車両
N2 クラス N 車両、気筒容積 1,500cc を超える前輪駆動車
N3 クラス N 車両、気筒容積 1,500cc を超える後輪駆動車
N4 クラス N 車両、気筒容積 1,500cc を超える四輪駆動車
BS2 クラス SA･B 車両、気筒容積制限なし､二輪駆動車
BS4 クラス SA･B 車両、気筒容積制限なし､四輪駆動車
NTF クラス N・SA･B 車両､気筒容積制限なし､前輪駆動車､S タイヤ非装着車※１
NTR クラス N･SA･B 車両､気筒容積制限なし､後輪駆動車､S タイヤ非装着車※１
NT4 クラス N･SA･B 車両､気筒容積制限なし､四輪駆動車､S タイヤ非装着車※１
C･D クラス SC･D 車両、気筒容積制限なし
フレッシュマンクラス N･SA･B 車両､気筒容積制限なし､S タイヤ非装着車※１、※２
クローズドコンパクトカークラス 気筒容積 1,586cc 以下の車両､S タイヤ非装着車※１、※３
クローズドエンジョイクラス クローズドコンパクトカークラス以外の車両､気筒容積制限なし
※１ S タイヤ非装着車： 2011JMRC 関東ジムカーナシリーズ共通規則の
シリーズ規定 6. ＮＴクラスのタイヤ規定 に準ずる。
※２ フレッシュマンクラス参加条件
･2010 年フレッシュマンクラスのシリーズ 4 位以下の者。
･2009 年､2010 年各都県ジムカーナシリ－ズ表彰を受けていない者(フレッシュマンクラスは除く)。
･主催者がフレッシュマンクラスに適さないと判断した者は参加できない。
※３ クローズドコンパクトカークラスの車両： 平成 10 年以降に生産された車両で、
排気ガス規制記号 GF 以降の車両に限る。（GF 以降の排気ガス規制記号 GH,TA,LA,UA,CBA,DBA）
ただし、排気ガス規制記号以外が同一型式の車輌の参加は認める（ロータリーエンジンは除く）。
第 14 条 参加申込み及び参加料
１）参加申込場所及び問い合わせ先
〒956-0035 新潟県新潟市秋葉区程島１１１３番地７
チームワンオーワンスポーツ（One-O-One） 担当：五十田洋子
TEL:090-8257-9576
２）参加受付期間：受付開始 2011 年 6 月 13 日（月） 締切日 2011 年 6 月 27 日（月）（必着）
３）提出書類：所定の参加申込書、車両申告書、住所シ－ル等に必要事項を記入し、署名捺印のうえ、以下の参加料
を添えて現金書留にて参加受付期間内に上記まで申し込むこと。
４）参加料：1 名につき 12,000 円(昼食なし) ただし、JMRC 関東加盟クラブ･団体のクラブ員は 1,000 円割引とする。ま
た､JMRC 新潟ジムカ－ナシリ－ズ主催クラブのクラブ員は 1,000 円割引とする。
：クローズドクラスの参加料は、1 名につき 6,000 円（ワンイベント見舞金制度加入料込、昼食なし）
５）参加台数：100 台までとする。
参加受理書は発行しない。申込みが 100 台を超える場合等で申し込みを受けられない場合は返送料
及び事務手数料として 1,000 円を申し受ける。不受理の場合のみ連絡する。
６）重複参加：1 台につき 3 名まで認める。
第 15 条 付 則
１） 本規則は、参加受付と同時に有効とする。
２） 本特別規則書に記載されていない事項については、2011JMRC 関東ジムカ－ナシリ－ズ共通規則、JAF 国内競
技規則及び 2011JMRC 新潟ジムカ－ナシリ－ズ規定に準ずる。
３） 本規則に記載されていない競技運営に関する実施細目及び指示事項は、公式通知によって示される。
発行 エンドレスカップジムカーナ in 新潟 組織委員会

