2015 JMRC 新潟ジムカ－ナシリ－ズ第 4 戦

新潟サマージムカーナ
（昼食付きです！）
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、2015JMRC 関東ジムカ－ナシリ－ズ共通規則、2015JMRC 新潟ジ
ムカ－ナシリ－ズ規定及び本競技会特別規則に従い、クローズド競技として開催される。
第２条 開催日程

2015 年 7 月 26 日（日）
第３条 開催場所

新潟県胎内市 胎内スキ－場 第３駐車場
第４条 タイムスケジュ－ル

ゲートオープン

7:30 ～

参加確認受付
公式車両検査
慣熟歩行
ドライバーズブリーフィング
競技開始

7:45 ～ 8:20
7:50 ～ 8:30
8:30 ～ 9:30
9:30 ～ 9:50
10:00 ～

第５条 クラス区分および参加車両
１） 参加車両
本競技会へ参加する車両は、2015 年 JAF 国内競技車両規則の第３編スピード車両規定に合致したものとする。
２） クラス区分

本競技会の特設クラスとして以下の２クラスを追加する。
クラス

参加車両

気筒容積(cc)・駆動方式

学生

※1,2

B・SA・N・PN 車両

気筒容積・駆動方式制限なし

デビュー

※1,3

B・SA・N・PN 車両

気筒容積・駆動方式制限なし

※1 装着タイヤは、S タイヤ、スリックタイヤ以外を使用すること。
※2 学生クラスの参加条件
大学、短期大学、大学院、高等専門学校、および、専修学校(専門学校)の在学生。 競技会当日、参加確認受付時に学
生証を提示すること。
※3 デビュークラスの参加条件
① 過去に各地区ジムカーナ選手権、各地区ジムカーナジュニアシリーズ、各都県ジムカーナシリーズへの参加経験が
ないこと。
② 主催者がデビュークラスに適さないと判断した者は参加できない。

第６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
〒950-0809 新潟市東区柳ヶ丘 3-29

イーストベース

２） 参加受付期間：受付開始 2015 年 7 月 6 日（月）

TEL: 025-384-0513

締切日 2015 年 7 月 20 日（月）（必着）

３） 提出書類
① JMRC 関東ジムカーナ部会共通参加申込書、および、車両申告書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。

ただし、フレッシュマン（F,F(AT),F(K カー),F(ロードスター)）クラス、学生クラス、および、デビュ
ークラスの提出書類は、簡易版参加申込書で代用できるものとする。
② 参加を受理しない場合は、返送料および事務手数料として 1,000 円を差し引いて返送する。
③ 参加受理書は発行しない。不受理の場合のみ連絡する。
４） 参加料
① NTF クラス、NTR1 クラス、NTR2 クラス、NT4 クラス、S2 クラス、S4 クラス、および、PNT1 クラスは、1 名につき
12,000 円(昼食付き)。 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。
② フレッシュマンクラス（F,F(AT),F(K カー),F(ロードスター)）は、1 名につき 6,000 円（ワンイベント見舞金制度加入
料込、昼食付き）
③ 学生クラス、および、デビュークラスは、1 名につき 5,000 円（ワンイベント見舞金制度
加入料込、昼食付き）
５） 参加台数： 100 台までとする。
６） 重複参加： 1 台につき 3 名まで認められる。
第７条 参加資格
１） 当該車両を運転することができる運転免許証を所持していること。
２） JAF 発給の 2015 年度の競技運転者許可証(ライセンス)国内 B 以上を所持していること (フレッシュマンクラス、学生
クラス、および、デビュークラスを除く) 。
３） 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。
第８条 オーガナイザー
JAF 準加盟クラブ チームワンオーワンスポーツ（One-O-One）
所在地 新潟市秋葉区程島１１１３番地７ 代表者 伊藤貴雄
・特別共催：JMRC 新潟ジムカーナ部会
第９条 組織委員会
組織委員長：五十田英雄
第 10 条 競技会主要役員
１） 競技役員
競技長：伊藤貴雄
コ－ス委員長：青山誠志(TASK) 計時委員長：伊藤勝雪(TASK)
救急委員長：小林道子(RUN)
事務局長：五十田英雄

技術委員長：滝沢一夫(T-makonen)

第 11 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、2015JMRC 関東ジムカ－ナシリ－ズ共通規則、JAF 国内競技
規則及び 2015JMRC 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 新潟サマージムカーナ 組織委員会] 2015-07-06A

2015 JMRC 新潟ジムカーナシリーズ規定

2015-04-08 版

第１条 目的
2015 年 JMRC 新潟ジムカーナシリーズは、オーガナイザーと参加者の親睦を図ると共に、新潟県におけるモータースポーツの発
展及び参加者の運転技術の向上を目的とする。
第２条 参加資格
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 2015 年競技運転者許可証国内 B 以上を有し、
原則として JAF の登録ク
ラブ員であり、競技中の事故で死亡した場合 1,000 万円以上の保険金等が支払われるスピード競技に有効な保険等に加入している
こと。ただし、フレッシュマンクラス参加者はこの限りではない。
競技運転者が 20 歳未満の場合は、参加申込に際し親権者の同意の署名を必要とする。
第３条 参加料及び参加料の割引
1. 参加料
(1)JMRC 新潟ジムカーナシリーズ参加料

12,000 円

＊ただし第 1 戦において関東共通クラスに参加する者は、チャンピオン戦と同一参加料金とする 13,000 円
(2)フレッシュマンクラス参加料

6,000 円

2. 割 引
(1)JMRC 新潟ジムカーナシリーズ戦主催クラブ員 1,000 円割引
(2)JMRC 関東加盟クラブ・ 団体のクラブ員

1,000 円割引

＊ただしフレッシュマンクラスに参加する者は、上記の割引は適用しない。
第４条 参加車両及びクラス区分
1. 参加車両
本競技会へ参加する車両は、2015 年 JAF 国内競技車両規則の第 3 編スピード車両規定に合致したものとする。
2. クラス区分
クラス

参加車両

気筒容積(cc)・駆動方式

PN1

※1,3

PN 車両

1600cc 以下の前輪駆動車

PN2

※1,3

PN 車両

1600cc を超える前輪駆動車

PN3

※1,3

PN 車両

2000cc 以下の後輪駆動車

PN4

※1,3

PN 車両

2000cc を超える車両

PN5

※1,3

PN 車両

PN1,PN2,PN3,PN4 に該当しない車両

NT1500

※1,3

B・SA・N・PN 車両

1586cc 以下の前輪駆動車

NTF

※1

B・SA・N・PN 車両

気筒容積制限なしの前輪駆動車

NTR1

※1

B・SA・N・PN 車両

2000cc 以下の後輪駆動車で、車両型式 AP1 及びエンジン型式が変更さ
れた車両を除く

NTR2

※1

B・SA・N・PN 車両

気筒容積制限なしの後輪駆動車

NT4

※1

B・SA・N・PN 車両

気筒容積制限なし４輪駆動車

S2

B・SA・N・PN 車両

気筒容積制限なし２輪駆動車

S4

B・SA・N・PN 車両

気筒容積制限なし４輪駆動車

B・SA・N・PN 車両

1586cc 以下の B 車両、および、気筒容積制限なしの PN 車両

PNT1

※1

(PN1,PN2,PN3,PN4,PN5,および,NT1500 クラスを含む)
F

※1,2

B・SA・N・PN 車両

気筒容積・駆動方式制限なし

F(K カー) ※1,2

B・SA・N・PN 車両

駆動方式制限なしの軽自動車

※1,2

B・SA・N・PN 車両

気筒容積・駆動方式制限なしのオートマチックミッション車

F(ロードスター) ※1,2

B・SA・N・PN 車両

マツダロードスター(気筒容積制限なし)

F(AT)

※1 S2 及び S4 クラス以外の装着タイヤは、2015JMRC 関東ジムカーナシリーズ共通規則書 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(F,F(K カー),F(AT),F(ロードスター))の参加条件(他のクラスには適用しない。)
① 2013,2014 各都県ジムカーナシリーズ表彰対象以外の者(フレッシュマンクラスは除く。)。
② 2014JMRC 新潟ジムカーナ フレッシュマンクラス シリーズ 2 位以下の者。(女性ドライバーは、この限りではない)

③ 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 PN1,PN2,PN3,PN4,PN5,および,NT1500 クラスは第 1 戦のみに設定される JMRC 関東チャンピオンシリーズのクラス。JMRC 新
潟ジムカーナのシリーズポイントについては、PNT1 クラスとして集計する。
第５条 運転者の遵守事項
1. 競技中(慣熟走行を含む)は、ヘルメット、グローブ、安全ベルトを着用のこと。また、レーシングスーツ、レーシングシュー
ズ等を着用することが望ましいが、一般に肌が出ず不快感を与えない長袖、長ズボン、靴下、運動靴でもよい。
2. ヘルメットは、製造 10 年以内のフルフェイス型またはジェット型（ハーフ型、スリークォーター型は使用不可）で、
かつ、JIS(T8133:2007 2 種), SNELL(SA2000,SA2005,M2000,M2005,他),BSI,FIA 公認,または JAF 公認などの規格を
満たしていること。詳細については、JAF 国内競技車両規則のスピード行事競技用ヘルメットに関する指導要綱に従う。
3. グローブは孔の開いていない革製、または耐炎製のものであること。
4. 競技中(慣熟走行を含む)は、運転者側の窓及びサンルーフは全閉すること。
第６条 シリーズポイント
1. 第 2 戦以降、各競技会とも、各クラス順位に応じて次のポイントを与える。
なお、第 1 戦は 2015JMRC 関東ジムカーナシリーズ共通規則書に従う。
順 位

1位

2位

3位

4位

5位

6位

7位

8位

9位

10 位

ポイント

15 P

12 P

10 P

8 P

6 P

5 P

4 P

3 P

2 P

1 P

2. 全 7 戦中上位 5 戦のポイントを合計しシリーズの入賞者を決定する。ただし同一クラスへ 3 戦以上の参加実績者を対象とす
る。
なお、同点の場合は JMRC 関東共通規則書に準ずる。
3. 各競技会において、参加台数が 2 台に満たないクラスはポイントを与えない。クラスの成立が 3 戦に満たない場合は、その
クラスのシリーズを不成立とする。
第７条 シリーズ賞典
1. 各クラス 3 戦以上の成立した競技会の平均台数(小数点以下四捨五入)により、以下のとおりシリーズ表彰する。
2～3 台(1 位まで)・4～5 台(2 位まで)・6～7 台(3 位まで)・8～9 台(4 位まで)・10～11 台(5 位まで)・12 台以上(6 位まで)
2. 表彰式は、シリーズ全日程の終了後に行う。
3. 同入賞者は、表彰式への出席を義務付ける。また、出席に当たっては正装とする。
第８条 その他の確認事項
1. このシリーズ規定よりも、各競技会の特別規則書が優先する。
2. シリーズ運営に問題が生じた場合、シリーズ事務局へ連絡をとり、主催クラブの代表者が参集し決議するものとする。
第９条 シリーズ事務局
問い合わせ先

TEL: 025-384-0513 （イーストベース

新潟シリーズ

日 程

主 催 者

第1戦

5 月 10 日

TASK

競

担当：青山）

技

会

名

会場

連

絡

先

連絡時間

R-SPEC ジムカーナ
R-SPEC

025-536-6789

(古田)

9 時～16 時

チャンピオンシリーズ第 3 戦
第2戦

6月7日

VICIC 新潟

エンドレスカップジムカーナ

SPN

090-2745-6580 (藤本)

18 時～22 時

第3戦

6 月 28 日

KAMS

越後フリーターンの旅 2015 KAMS 版

胎内

0254-24-4727

(渡辺)

10 時～19 時

第4戦

7 月 26 日

JMRC 新潟

新潟サマージムカーナ

胎内

025-384-0513

(青山)

10 時～19 時

第5戦

9月6日

TASK, NUAC

TASK・NUAC ジョイントジムカーナ 2015

胎内

070-5467-1443 (遠藤)

10 時～19 時

第6戦

9 月 20 日

VICIC 新潟

エンドレスカップジムカーナ

SPN

090-2745-6580 (藤本)

18 時～22 時

第７戦

10 月 18 日

TASK

R-SPEC ジムカーナ

R-SPEC

025-536-6789

(古田)

9 時～16 時

6 月 14 日

TASK

TASK テクニカルジムカーナ 2015

SPN

025-384-0513

(青山)

10 時～19 時

1 月 10 日

JMRC 新潟

オールスター
シリーズ第 5 戦
表彰式

JMRC 新潟シリーズ表彰式

025-384-0513

(青山)

10 時～19 時

