２０２２JMRC関東チャンピオンシリーズ第３戦・JMRC新潟ジムカーナシリーズ第１戦
R-SPECジムカーナ
特別規則書
《公示》
本競技会は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２０２２JMRC関東ジムカーナシリーズ共通規則、２０２２JMRC新潟ジムカーナシリー
ズ規定及び本競技会特別規則書に従い、地方競技及びクローズド競技として開催される。
第１条
競技会の名称
２０２２ＪＭＲＣ関東チャンピオンシリーズ第３戦・JMRC新潟ジムカーナシリーズ第１戦
Ｒ－ＳＰＥＣジムカーナ
第２条
競技種目
ジムカーナ競技
第３条
競技格式
ＪＡＦ公認 地方競技及びクローズド競技（公認№2022）
第４条
開催日・開催場所
２０２２年５月１５日（日）
R-SPEC Kakizaki
第７条
オーガナイザー
チームオートスポーツ下越 代表 青山 誠志／新潟市東区柳ヶ丘3-29 EastBase(ｲｰｽﾄﾍﾞｰｽ)
第６条
組織委員会
組織委員長 古田 孝一
組織委員 牛木 聖一／古田 岬
第７条
大会審査委員会
審査委員長 玉木 栄一
審査委員 中沢 貢
第８条
競技役員
競技長 古田 孝一
副競技長 青山 誠志
コース委員長 古田 孝一
計時委員長 古田 岬
技術委員長 青山 誠志
救急委員長 古田 岬
事務局長 古田 孝一
第９条
参加車両・参加人数
参加車両は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。 参加人数は100名を上限とする。
第１０条 クラス区分
１．関東共通クラス(2022関東ｼﾞﾑｶｰﾅｼﾘｰｽﾞ共通規則ｼﾘｰｽﾞ規定2．に準ずるｸﾗｽ区分)
クラス 参考 参加車両
気筒容積（cc)・駆動方式
PN1 JG8
1600cc以下の2輪駆動車 (FF・FR)
PN2 JG7
1600ccを超える2輪駆動車 (FF・FR)
※1
1600ccを超え2000ｃｃ以下の2輪駆動車(FR)のPN車両のうちFIA/JAF
PN3 JG6
公認発行年、、又はJAF登録年が2012年1月1日以降の車両
PN車両
PN4 JG5
PN1・PN2・PN3に該当しない車両
気筒容積制限なしの4輪駆動車
PN5 JG12
※2
2000ccを超える2輪駆動車 (FF・FR)のＰＮ車両
PN6 JG13
2000cc以下の2輪駆動車（ＦＦ・ＦＲ）
PN7 JG14
気筒容積制限なしの前輪駆動車
1500ccを超えるVTEC、MIVECを除く
ＮＴＦ1
気筒容積制限なしの前輪駆動車
NTF2
2000cc以下の後輪駆動車で、車両形式AP1及び
ＮＴＲ1
※1
B車両
エンジン形式が変更された車両を除く
SAX車両
気筒容積制限なしの後輪駆動車
ＮＴＲ2
気筒容積制限なしの4輪駆動車
ＮＴ4
気筒容積制限なしの2輪駆動車
S２
S４
気筒容積制限なしの4輪駆動車
※1の参加車両は2022JMRC関東ｼﾞﾑｶｰﾅｼﾘｰｽﾞ共通規則ｼﾘｰｽﾞ規定2．※2のﾀｲﾔ規制を適用する。
※2の参加車両は2022JMRC関東ｼﾞﾑｶｰﾅｼﾘｰｽﾞ共通規則ｼﾘｰｽﾞ規定2．※3のﾀｲﾔ規制を適用する。
２．新潟シリーズ限定クラス（クローズド）
(2022JMRC新潟ｼﾞﾑｶｰﾅｼﾘｰｽﾞ規定第4条に準ずるｸﾗｽ区分で上記以外のｸﾗｽ)
気筒容積（cc)・駆動方式
参加車両
クラス
※過給装置付ｴﾝｼﾞﾝはもとの排気量の1.7倍のクラスとする
2000cc以下の後輪駆動車（車両形式AP1及びｴﾝｼﾞﾝ型式が変更された車両を除く）
気筒容積制限なしの前輪駆動車
ＮＴ1
B車両
（ただし1500ｃｃを超えるVTEC、MIVECｴﾝｼﾞﾝを搭載した車両を除く）。
※3
1600ｃｃ以下の車両(駆動方式制限なし) 上記3つのいずれかに該当する車両
NT2
気筒容積・駆動方式制限なしの車両
PN
PN車両 気筒容積・駆動方式制限なしのPN車両
Chal(ﾁｬﾚﾝｼﾞ)
気筒容積・駆動方式制限なしの車両
B車両
Chal(特設ｸﾗｽ) B車両
3名以上のグループの申込で設定（ｼﾘｰｽﾞﾎﾟｲﾝﾄ対象外）
※3の参加者は2022JMRC新潟ｼﾞﾑｶｰﾅｼﾘｰｽﾞ規定第4条2※1に準じた使用ﾀｲﾔによるﾀｲﾑﾊﾝﾃﾞの加減算をする。
※PN1・PN2・PN3・PN4・PN5・PN6･PN7クラスを｢PNクラス｣、NTF1・NTR1クラスを｢NT1クラス｣、
NTF2・NTR2・NT4クラスを「NT2クラス」、S2･S4クラスは該当するPN・NT1・NT2ｸﾗｽに使用ﾀｲﾔによるﾀｲﾑﾊﾝﾃﾞを加算して
JMRC新潟ｼﾞﾑｶｰﾅﾎﾟｲﾝﾄとして集計する。
※Chal（ﾁｬﾚﾝｼﾞ）クラスの参加条件は2022新潟ジムカーナシリーズ規定第4条2※3を適用する。

第１１条

参加料
1）関東共通クラス参加者
１名
13,000円
2）新潟ｼﾘｰｽﾞ限定ｸﾗｽのNT1・NT2・PNクラス参加者
１名
10,000円
3）新潟ｼﾘｰｽﾞ限定ｸﾗｽのChal(ﾁｬﾚﾝｼﾞ)クラス参加者
１名
6,000円
イ.関東共通ｸﾗｽ参加者でJMRC関東加盟クラブ・団体のクラブ員は1,000円割引
ロ.新潟ｼﾘｰｽﾞ限定クラスの参加者で新潟ｼﾞﾑｶｰﾅｼﾘｰｽﾞ戦主催クラブ員は1,000円割引、
及び.25歳以下(1997年1月1日以降生まれた者)は1,000円割引
☆ただしChal（ﾁｬﾚﾝｼﾞ）クラスは上記イ、ロの割引はありません。
第１２条 参加申込み・問合わせ先・振込先
・ 〒949-3201 新潟県上越市柿崎区竹鼻2-4 R-SPEC柿崎
℡025-536-6789 FAX025-536-9783（古田）
・ 第四北越銀行 柿崎支店 普通 1202234
R-SPEC柿崎 代表 古田 孝一
①現金書留の場合は参加料と共に参加申込明細書・参加申込書・車両申告書・住所シール・
運転免許証とﾗｲｾﾝｽ表と裏のコピーを同封して上記宛に郵送すること。
②参加料振込みの場合は、参加申込明細書・参加申込書・車両申告書・住所シール・
運転免許証とﾗｲｾﾝｽ表と裏のコピーを同封して上記宛に郵送すること。

※運転免許証、ﾗｲｾﾝｽの番号・ｸﾗﾌﾞ印･本人署名が確認できるようにｺﾋﾟｰを必ず同封すること。
第１３条
第１４条
第１５条

参加受付期間
2022年4月21日～2022年5月5日必着
参加受理
参加受理書の発送を持って参加受理とする。
競技会のタイムスケジュール
ゲートオープン
6:30
大会資料配付
6:40～7:30
公式車検
6:50～7:40 （運転免許証・ﾗｲｾﾝｽ提示）
慣熱歩行
7:45～8:35
ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｽﾞﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ
8:40～
第１ヒート
9:00～
慣熱歩行
第１ヒート終了１０分後～５０分間
第２ヒート
慣熟歩行終了１０分後～

第１６条 賞 典
１．本競技会におけるチャンピオン戦・新潟戦として執り行われた各クラス区分の順位通りに表彰
及び賞典授与を行う。
２．表彰及び賞典は２０２２ＪＭＲＣ関東ジムカーナシリーズ共通規則第１３章第２７条に準拠して行う。
（チャレンジクラスは副賞のみとする。）
第１７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、２０２２JMRC新潟ジムカーナシリーズ規定を適用する。
２．競技中の服装は２０２２JMRC関東ジムカーナシリーズ共通規則シリーズ第１４章第２８条９．に準ずる。
第１８条 本規則の解釈
本特別規則書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。
第１９条

本規則の施行
本規則は参加申し込みと同時に有効となる。

※ コロナウイルス対応注意事項
１．受付は行いません。6:40より大会資料を配付に回ります。配布時間内にお越し下さい。
２．車検時に運転免許証とライセンスの本証を提示して下さい。
３．事務所は関係者以外立ち入り禁止とします。用のある方は事務所へTELで連絡下さい。
４．マスクは走行時以外着用、手などこまめに消毒して下さい。
５．トイレを利用する際等、ビニール手袋の着用を推奨します。使用後は廃棄下さい。
（マスク・消毒液・ビニール手袋等は各自でご用意下さい。）
６．ブリーフィング・表彰式は密とならないように適度な間隔を空けて下さい。
７．各自感染者を出さないという意識での対応・行動をお願いします。
大会組織委員会

2022ＪＭＲＣ関東ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼﾘｰｽﾞ･新潟ｼﾞﾑｶｰﾅｼﾘｰｽﾞ前日練習会
ジムカーナ練習会を下記の内容で開催いたします。内容をよく確認の上お申し込み下さい。

【１】

開催日
2022年5月14日（土）

【２】

参加料
一日８，０００円（税込）

【３】

開催場所
上越市柿崎区竹鼻

【４】

R-SPEC kakizaki

025-536-6789

申込方法・期限
参加申込明細書の必要事項に記入・署名捺印の上、翌日競技会書類と共に
5月5日（木）迄に郵送してください。
参加料の支払いは期限までに銀行振り込み又は現金書留で郵送してください。
*当日受付は原則として受付けません。
*練習会の受理書は発行いたしません。

【５】

参加申込・問合わせ先・振込先
・〒949-3201 新潟県上越市柿崎区竹鼻2-4 R-SPEC柿崎
Tel 025-536-6789

Fax 025-536-9783 （古田）

・第四北越銀行 柿崎支店 普通1202234
R-SPEC柿崎 代表 古田 孝一
【６】

タイムスケジュール
ゲートオープン
資料配付

７：３０～

走行

９：００～１２：００

（午前）

１３：００～１５：３０

（午後）

昼休み
【７】

７：２０～

１２：００～１３：００

その他事項
翌日のコース準備のため走行は１５：３０頃走行終了予定です。
（天候・参加人数・進行状況によっては変更あり）
規定走行が終了した方から自由解散となりますが、
１６：３０までに全員パドックより完全撤去でお願いいたします。

【８】

コロナウイルス対応事項
受付は行いません。7:30より資料を配付に回ります。
事務所は関係者以外立ち入り禁止とします。
マスクは走行時以外着用、手などこまめに消毒して下さい。
トイレを利用する際等ビニール手袋を着用して、使用後は廃棄下さい。
（マスク・消毒液・ビニール手袋は各自でご用意下さい。）
各自感染者を出さないという意識での対応・行動をお願いします。

2022JMRC関東ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼﾘｰｽﾞ･新潟ｼﾞﾑｶｰﾅｼﾘｰｽﾞ参加申込明細書･誓約書
クラス

氏 名

年 齢

ゼッケン

才

〒
住 所
電 話

緊急連絡先
※希望する項目に○印を記入して間違えの無いように計算して下さい。

5月14日（土）
前日練習会

・前日練習会参加者

8,000円

円

・関東共通クラス参加者

13,000円

円

-1,000円

円

イ.NT1・NT2・PNクラス

10,000円

円

ロ.新潟ｼﾞﾑｶｰﾅｼﾘｰｽﾞ戦主催ｸﾗﾌﾞ員

-1,000円

円

ハ.25歳以下(1997.1.1以降生まれた者

-1,000円

円

ニ.chal（ﾁｬﾚﾝｼﾞ）クラス

6,000円

円

イ.JMRC関東加盟ｸﾗﾌﾞ団体のｸﾗﾌﾞ員
5月15日（日）
大会当日

・新潟シリーズ限定クラス参加者

参加料合計金額
支払い方法選択

円

1.銀行振り込み

2.現金書留

走行前の車両安全確認、トルクレンチでのホイールナット確認は必ず行ってください。

誓 約 書

TASK 御中
私はR-SPECkakizaki利用練習会にあたり、関連して起こった死亡、損傷、その他の事故で私自身、
ピットクルー、及び車両等の受けた損傷について、運営者、係員、雇用者（コース所有者を含む）
並びに他の利用者等に対して非難したり、責任を追求したり、損害の賠償を請求しないことを
私、親権者、関係者一同誓約致します。
万が一私が事故を引き起こした場合、事故に起因する全ての賠償責任を負うことを誓約いたします。
尚、この事は運営者、係員、雇用者（コース所有者を含む）・施設ならびに他の利用者
（運転者・ピットクルー）の手違いなどに起因した場合であっても変わりません。
走行前にはトルクレンチでのタイヤ増し締めを必ず実行いたします。
また、いかなる理由があろうとも利用料の返済の請求はいたしません。
上記、全ての内容を確認の上誓約署名いたします。

年

月

日

氏 名

印

親権者氏名

印

※２０歳未満のドライバーは親権者の署名・捺印（実印）・印鑑証明は必要です。印鑑は拇印不可。

受付日

平成

年

月

日

受付Ｎｏ，

受領額

円

