
第１条　競技会の名称

２００３年ＪＭＲＣ中部ジムカーナ北陸シリーズ（全 8 戦）

JMRC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公認国内競技（Ｄ）・地方競技（Ｅ）・クローズド競技（F）

第４条 開催日程　　　　　　　第5条　開催場所

第1戦　4月2０日（日）E・F　大日スポーツランド

第2戦　5月11日（日）E・F　大日スポーツランド

第3戦　6月15日（日）Ｄ・F　おわらの里スポーツランド

第4戦　6月29日（日）E・F　イオックスアローザスポーツランド

第5戦　7月13日（日）E・F　イオックスアローザスポーツランド

第6戦　8月31日（日）E・F　大日スポーツランド

第7戦　9月21日（日）E・F　おわらの里スポーツランド

第8戦　9月21日（日）E・F　おわらの里スポーツランド

第 6条　オーガナイザー

　　第 1戦　IRC
　第2戦　KRM

　　第 3戦　SPP
　　第 4戦　ABC
　　第 5戦　BIGVAN
　　第 6戦　IRC
　　第 7戦　SPP
　　第 8戦　TOMBO

第 7条　大会役員

　　公式通知にて発表する。

第 8条　競技役員

　　公式通知にて発表する

第 9条　参加車両

２００３年登録番号標付き N、S、Ｄ車両に適合した車両とＦクラス車

両（登録番号標付きN、及びＢ車両）。

ならびにクローズドクラス車両（陸運局保安基準適合車）

但し、Ｆクラス・クローズドクラス以外のN 車両・SA 車両の排気系は

ＥＸマニホールドを含みノーマルとする

・第１戦　第２戦　第６戦に限り　D 車両は出走できない。

第 10条　競技クラス区分

参加車両は下記の排気量別に区分される。尚、加給装置付きエンジンは、

N 車両では１．７倍、S車両では、１．７倍を乗じた気筒容積が排気量

となる。また、ロータリーエンジンは１．０倍とする。

N－１クラス：１０００㏄以下の２輪駆動及び４輪駆動のN 車両

N－２クラス：１０００㏄を超える前輪駆動のN 車両

N－３クラス：１０００㏄を超える後輪駆動のN 車両

N－４クラス：１０００㏄を超える４輪駆動のN 車両

Ｓ－１クラス：１６００cc 以下のS 車両（駆動区分無し）

Ｓ－２クラス：１６００cc を超える 2 輪駆動のＳ車両

Ｓ－３クラス：１６００cc を超える 4 輪駆動のＳ車両

Ｄ　　クラス：すべてのＤ車両（排気量区分無し）

Ｆ　　クラス：すべてのＮ及びＢ車両（陸運局保安基準適合車両・排気量

区分無し）

Ｂ　　クラス：すべてのＢ車両（排気量区分無し）S タイヤ使用禁止

クローズドクラス：ナンバー付の保安基準適合車（駆動方式・排気量区分

無し）

第 11条　参加資格

（１）ＪＡＦ発給の当該年度有効な競技運転者許可証、国内Ａ級または

国内Ｂ級の所持者に限る。

（２）ＪＭＲＣ中部に加盟しているクラブ・団体に所属しており、

ＪＭＲＣ中部共済会に加入している者に限る。但し参加人数に余裕

があり、死亡時５００万円以上の競技に有効な傷害保険に

加入している場合はこの限りではない。

（３）クローズドクラス参加者は普通４輪運転免許証所持者とする。

　　　上記（１）及び（２）の資格は必要なし。

第１２条　参加台数・制限

（１） 参加人数１５０名まで先着順。但しＪＭＲＣ中部加盟クラブ・

団体の所属者が優先される。

（２） １つの競技会に同一選手は１つのクラスしか参加できない。

（３） 同一車両での重複参加は人数の制限を設けず、同一クラスに限

り認められる。但し、Ｆクラスとの重複参加は認められる。

（４） シリーズ開催要項により本競技会に参加することが出来ないド

ライバー。

・ ２００２年ＪＭＲＣ中部ジムカーナシードドライバー。

・ ２００２年全日本ポイント取得者

・　但し、JMRC中部タイトル認定外クラスは除く。

（５） Ｆクラスは上記(４)のドライバーに加え、前年度ＪＭＲＣ中部ミ

ドルシリーズ（北陸、東海）各クラス（F クラス含む）シリー

ズ１位のドライバー

　注意事項

・ ＪＭＲＣ中部ミドルシリーズ（北陸、東海）の前年度チャンピオ

ンについては、参加制限を受けない。但し、Ｆクラスには参加で

きない。

・ 全日本選手の規制はありませんが参加しないように自粛して下

さい。

　　

第１３条　参加料

（１） ＪＭＲＣ中部の加盟クラブ、団体の登録員は１１,０００円とす

る。（昼食付き）

（２） 上記以外の者は１３,０００円とする。（昼食付き）

　   　　注．ＪＭＲＣ中部登録員は、ライセンスにＪＭＲＣ中部登録ク

ラブ印を押印してあること。

（３） クローズドクラス参加者は５０００円とする（昼食付き）。

第１４条　参加申し込み期間

（１） 受付期間は競技会開催１ヶ月前の同一日より１４日前までとす

る。（日曜日必着）

（２） クローズドクラスに限り１ヶ月前の同一日より７日前までとす

る（日曜日必着）

第１５条　タイムスケジュール

ゲートオープン ＡＭ ７：００

受付 ＡＭ ７：３０ ～ ＡＭ ８：３０

車検 各主催者公式通知にて発表

慣熟歩行 各主催者公式通知にて発表

ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｽﾞﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ 各主催者公式通知にて発表

第１ヒート 各主催者公式通知にて発表

※ ９／２１に開催される第７戦、第８戦はこの限りではない。

※ 慣熟走行を行う場合はこの限りではない。

第１６条　順位決定

（１） 原則として２ヒート行い、その良好なタイムを採用し最終の成

績順位とする。

（２） 同記録の場合は以下により順位を決定する。

Ⅰ．セカンドタイムの良好な方　Ⅱ．排気量の少ない方　Ⅲ．審

査委員会の決定による

第１７条　賞典

　 （１）各クラス１～３位、ＪＡＦメダル、トロフィー、副賞。

　順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ポイント 20 15 12 10 8 6 4 3 2 1



（２）各クラス４～６位、トロフィー、副賞、

（３）各クラス順位に同等の賞典とする。参加人数により賞典対象順位

を主催者が考慮する。（Ｆクラスを除く）

第 18条　有効ポイント及びポイント配分

（１） 開催戦数－１戦を得点合計の対象とする。

（２） 各クラス３名以上の参加受付をもってクラス成立とする。２名

以下の場合はクラス不成立とし、参加者が望めば出走は認める

がクラス統合とする。この場合は主催者が事前に参加者に対し

ての出走の意志を確認する。出走を辞退する場合には、参加料

から事務手数料１０００円を差し強いて返金する。事前の意思

確認が出来なかった場合にはこの限りではない。

（３） 参加者全員にポイントを与えられる権利を有する。但し、シリ

ーズ順位はＪＭＲＣ中部加盟クラブ、団体の所属者に限る。こ

れ以外の者のシリーズ順位は最終戦参加申し込み時までに先述

団体に所属しなければ抹消され、先述団体に所属する者にシリ

ーズ順位を繰り上げる。但しポイントの再集計は行わず順位の

みを繰上げとする。

※ シリーズ戦の順位は有効得点の多い順とし、有効得点の集計におい

て複数の競技運転者が同一得点を得た場合、上位得点回数の多い順

とし、上位得点回数が同じ場合は有効外の得点が多い順とする。

第１９条　シリーズ表彰

各クラス上位６位までとする。但し、参加人数により対象を減らす場合

がある。

第２０条　その他参加者遵守事項

（１） 参加車両名は１５文字以内とし、必ず車両名（型式ではなく通

称名：レビン、シティ等）を入れること。

（２） スペシャルタイヤの使用禁止（一般市販タイヤを使用すること。

Ｄクラスを除く）

（３） 競技中は、レーシングスーツ・同シューズ・同グローブの着用

を強く推奨する。

（４） 表彰式には全員参加すること。退場する場合は、競技長の許可

を得ること。

（５） 正当な理由なく表彰式に欠席したﾄﾞﾗｲﾊﾞｰは賞典の権利を放棄

したものとみなされ賞典は与えない。尚、当競技会でのポイン

トも与えない。

（６） 統一規則細則、競技運営規定、競技規定、一般規定等について

はＪＭＲＣ中部２００３年共通規則書に準ずる。

第２１条　参加申し込み及び問い合わせ先

            
第１戦　　4月2０日（日）　ＩＲＣ 　　　　　　大日スポーツランドﾞ

〒921-8801　　石川県石川郡野々市町御経塚１丁目

ガーデンヒルズ御経塚310
蟹　直樹

ＴＥＬ：ＦＡＸ：076-246‐6753

第 2戦　　5月11日（日）ＫＲＭ 　　　　　大日スポーツランドﾞ

〒920-0064    　　石川県金沢市南新保ロー４３

小西タイヤサービス内

　　ＴＥＬ： 076-237-4727

第 3戦　　6月15日（日）　ＳＰＰ 　　　おわらの里スポーツランド

〒939-8075 富山市西部町 7-3　ﾆｽﾓ富山内

細野　良明

ＴＥＬ：076-493-5523　　ＦＡＸ：076-493-3777

第 4 戦　　6 月 29 日（日）　ＡＢＣ　イオックスアローザスポーツラン

ド

〒930-0982　　　　　　　　富山市荒川１丁目 2-18
　塩岡　雅敏

ＴＥＬ／ＦＡＸ：076-431-3674

第５戦　　7月13日（日）BIGVAN イオックスアローザスポーツランド

〒931-8367     富山県岩瀬松原町 73　河井　牧夫

ＴＥＬ／ＦＡＸ： 076-438-4267

第 6戦　　8月31日（日）　 ＩＲＣ　　　　　　大日スポーツランドﾞ

〒921-8823　　　石川県石川郡野々市町粟田4-1-2
内堀　英幸

ＴＥＬ：076-248-7005　　ＦＡＸ：076-248-7999

第７戦　　9月 21日（日）　ＳＰＰ 　　　おわらの里スポーツランド

〒939-8075 富山市西部町 7-3　ﾆｽﾓ富山内

細野　良明

ＴＥＬ：076-493-5523　　ＦＡＸ：076-493-3777

第 8戦　　9月21日（日）　TOMBO　　　おわらの里スポーツランド

〒930-1303 富山県上新川郡大山町善名37-1
　　　　　　　　　（オートハウスヒロセ内）

小坂　義浩

ＴＥＬ／ＦＡＸ：076-483-4261

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



　　　　JMRC 中部

　公　　示

本競技会は、ＦＩＡの国際モータースポーツ競技会規則ならびに

それに準拠した日本自動車連盟（ＪＡＦ）の国内競技規則および、

ＪＭＲＣ中部共通規則、ＪＭＲＣ中部ジムカーナ選手権規定、

ならびに、本競技会の特別規則書に従って開催される。


