第１８条 シリーズ表彰
（１）ｼﾘｰｽﾞ表彰は最終戦終了後、最終戦の会場で行う
（２）ｼﾘｰｽﾞ表彰の対象は各ｸﾗｽ上位６名迄とする
但し､参加台数が少ないｸﾗｽは対象を減らす場合がある
（３）ｼﾘｰｽﾞ表彰には本人、又は代理人の出席なき 場合は表彰
しない
第１９条 参加申し込み＆問い合わせ先
・参加料
第１〜４，６，８戦；１２，０００円（弁当付き）
第５，７戦；１２，０００円（弁当無し・鈴鹿共済会費含まない）
注１）全戦対象；JMRC中部に加盟のｸﾗﾌﾞ、団体に所属して
いない者は上記＋２，０００円の参加料が必要
注２）第１，５戦対象；鈴鹿共済会に加入者は上記参加料と証明
できる書類の写しを参加申込書に添付すること
未加入者は参加料＋１，０００円を同封すること
第１戦 １月２８日（日） SOMOS ｷｮｳｾｲﾄﾞﾗｲﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞ
ＳＯＭＯＳテクニカルジムカーナ
〒463-0023 名古屋市守山区今尻町１３０６番地
SOMOS-Ｐ＆Ｍ内 ｼﾞﾑｶｰﾅ東海ｼﾘｰｽﾞ SOMOS事務局
TEL/FAX 052-798-5621/5622
第２戦 ３月 ４日（日） ZEST/LIMIT 幸田ｻｰｷｯﾄYRP桐山
ＺＥＳＴ テクニカルジムカーナ
〒463-0023 名古屋市守山区今尻町１３０６番地
SOMOS-Ｐ＆Ｍ内 ｼﾞﾑｶｰﾅ東海ｼﾘｰｽﾞ ZEST事務局
TEL/FAX 052-798-5621/5622
第３戦 ４月 ８日（日） MASC ｷｮｳｾｲﾄﾞﾗｲﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞ
2007 MASC TECHNICAL GYMKHANA
〒480-1112 愛知郡長久手町砂子７１８
㈱ラック内 MASCｼﾞﾑｶｰﾅ東海ｼﾘｰｽﾞ事務局
TEL/FAX 0561-63-0101/3535
第４戦 ５月１３日（日） LUCK SPORT ｷｮｳｾｲﾄﾞﾗｲﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞ
LUCK HIGH SPEED GYMKHANA in May
〒480-1112 愛知郡長久手町砂子７１８
㈱ラック内 LUCK SPORTｼﾞﾑｶｰﾅ東海ｼﾘｰｽﾞ事務局
TEL/FAX 0561-63-0101/3535

第７戦 ９月２３日（日） ARC 鈴鹿ｻｰｷｯﾄ南ｺｰｽ
ＡＲＣハイスピードスラローム
〒472-0034 知立市弘栄１−１６
ＡＲＣ事務局
TEL/FAX 0566-82-3535/83-2336

2007年JMRC中部ｼﾞﾑｶｰﾅ
東海ｼﾘｰｽﾞ（全８戦）

第８戦１０月１４日（日） LIMIT 幸田ｻｰｷｯﾄYRP桐山
チームリミットチャレンジジムカーナ
〒463-0023 名古屋市守山区今尻町１３０６番地
SOMOS-Ｐ＆Ｍ内 ＬＩＭＩＴｼﾞﾑｶｰﾅ事務局
TEL/FAX 052-798-5621/5622

共通特別規則書

第２０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）本規則及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）不受理の場合は返金手数料として１，０００円を差し引いて
返金する

２００７年ＪＭＲＣ中部ジムカーナ
合計 ２６名
シードドライバーリスト
津川 真由美 季羽 史子
今村 隆昭
樫山 慶
大石 博之
村井 勝
上本 昌彦
若杉 将司
中川 博史
前田 清隆
中農 久弥
岡部 隆市
三宅 孝彦
山本 伸行
河辺 智紀
角岡 隆志
フクバヨシオ 大橋 渡
川村 徹
山田 徹志

小嶋
山田
石渡
松尾
奥村
太田

修
義之
修二
勝規
和也
明

第５戦 ６月２４（日） NRC 鈴鹿ｻｰｷｯﾄ南ｺｰｽ
ＮＲＣ鈴鹿ＢＩＧジムカーナ
〒463-0065 名古屋市守山区廿軒家１４−４０
名古屋レーシングクラブ事務局
TEL＆FAX 052-792-2031
第６戦 ７月２２日（日） PALM TOWN ｷｮｳｾｲﾄﾞﾗｲﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞ
パームタウンジムカーナ
〒446-0007 安城市東栄町野池１−７２
ﾊﾟｰﾑﾀｳﾝｶﾞﾚｰｼﾞ内 ｼﾞﾑｶｰﾅ事務局
TEL/FAX 0566-98-1961/1986

http://www.jmrc-chubu.gr.jp
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公
示
本競技会は、ＦＩＡの国際ﾓｰﾀｰｽﾎﾟｰﾂ競技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。
第１条 競技会の名称
2007年JMRC中部ｼﾞﾑｶｰﾅ東海ｼﾘｰｽﾞ
第２条 競技種目
ジムカーナ
第３条 競技格式
下記第４条に記載（Ｄ：準国内、Ｅ：地方）
第４条 開催日程
第５条 開催場所
第１戦
１月２８日（日）Ｅ ｷｮｳｾｲﾄﾞﾗｲﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞ
第２戦
３月 ４日（日）Ｅ 幸田ｻｰｷｯﾄYRP桐山
第３戦
４月 ８日（日）Ｄ ｷｮｳｾｲﾄﾞﾗｲﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞ
第４戦
５月１３日（日）Ｄ ｷｮｳｾｲﾄﾞﾗｲﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞ
第５戦
６月２４日（日）Ｄ 鈴鹿ｻｰｷｯﾄ南ｺｰｽ
第６戦
７月２２日（日）Ｅ ｷｮｳｾｲﾄﾞﾗｲﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞ
第７戦
９月２３日（日）Ｅ 鈴鹿ｻｰｷｯﾄ南ｺｰｽ
第８戦 １０月１４日（日）Ｅ 幸田ｻｰｷｯﾄYRP桐山
第６条 オーガナイザー
第１戦 ｿﾓｽﾓｰﾀｰｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ
(SOMOS)
第２戦 チームゼスト
(ZEST)
第３戦 ﾓﾝﾃｶﾙﾛｵｰﾄｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ
(MASC)
第４戦 ラックスポーツ
(LUCK SPORT)
第５戦 名古屋レーシングクラブ
(NRC)
第６戦 パームタウン
(PALM TOWN)
第７戦 熱田レーシングクラブ
(ARC)
第８戦 チームリミット
(LIMIT)
第７条 大会役員
大会会長
公式通知にて発表
審査委員長
〃
審査委員
〃
組織委員長
〃
組織委員
〃
組織委員
〃
第８条 競技役員
競技長
公式通知にて発表
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
〃
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第９条 参加車両
当該年国内競技車両規則第３編スピード車両規定に合致した
Ｎ・ＳＡ・Ｂ・ＳＣ・Ｄ車両とする
ＳＡおよびＲＡ車両のマフラー及び排気管の変更はエキゾーストマ
ニホールドおよびフロントパイプ部の変更のみ許される
RＡ車両：当該年スピードＳＡ車両規定に適合した車両でタイヤ
規定を下記①②に変更した車両とする
①タイヤサイズの緩和
２００２年ＪＡＦスピードＡ車両規定に合致したタイヤおよびホイ
ールの使用が認められる
②使用タイヤの制限
下記に示す通称Ｓタイヤの装着を禁止する

（３）JMRC中部に加盟しているｸﾗﾌﾞ、団体に所属している者は
JMRC中部共済会に加入していること
その他の者は、JMRC中部共済会の保障額以上の競技に
有効な傷害保険等に加入していること
（４）未成年者の場合は親権者の同意を必要とする
（５）当該年ＪＭＲＣ中部シードドライバー及び前年度および当該年
度全日本戦ポイント獲得者は参加できない（ｸﾗｽ変更も不可）
第１２条 参加台数
（１）１５０名 先着順
（２）同一選手は、１クラスしか参加出来ない
（３）同一車両による重複参加は同一クラスのみで２名迄とする
但し、ﾚﾃﾞｨｰｽとの重複は認められる
第１３条 参加料
ﾀｲﾔﾒｰｶｰ ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ名
使用不可タイヤ名称
＊参加申込みは大会ごと各主催者へ申込み下さい
横浜ｺﾞﾑ
ADVAN
A048/A038/A032R/A021R
（第１９条に記載）
ｵｰﾂﾀｲﾔ
AZENIS
RX-VⅡ/RS-V04
第１４条 参加申し込み期間
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ
DIREZZA D03G/D02G/D01J/D98J/D93J
競技会開催日の１ヶ月前から１０日前の木曜日迄必着
ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ POTENZA RE520S/RE540S/RE55S
第１５条 タイムスケジュール
東洋ｺﾞﾑ
PROXES FM9R/R888
ｹﾞｰﾄｵｰﾌﾟﾝ
ＡＭ ６：３０
但し、上記以外のタイヤでもＳタイヤに準ずると判断された
受付
AM ７：００〜AM ７：４５
車検
公式通知にて発表
場合、猶予期間を待たず使用を禁止する場合がある
ｺｰｽ下見
〃
スーパー１５００車両（略称；Ｓ１５００）：当該年ＪＭＲＣ中部Ｓ１５００
ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｽﾞﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ
〃
車両規定に適合したしたものとする
第１ヒート
〃
車両規則はＪＭＲＣ中部共通規則書およびＨＰに記載
表彰式
〃
第１０条 クラス区分
第１６条 賞典
ＲＡ−２ ２輪駆動のＲＡ車両
賞典対象は各クラス参加人数の２５％ （少数点以下は四捨五入）
ＲＡ−４ ４輪駆動のＲＡ車両
Ｌ
ＮおよびＳＡ車両で参加する全ての女性運転者
とし、１０位を上限とする
Ｓ１５００ スーパー１５００車両
賞典対象者にはＪＡＦメダルを３位まで授与する
Ｎ−１
気筒容積1000㏄以下のＮ車両
賞典対象者には６位までトロフィーまたは楯を授与する
Ｎ−２
気筒容積1000㏄を超える前輪駆動のＮ車両
第１７条 シリーズポイント
Ｎ−３
気筒容積1000㏄を超える後輪駆動のＮ車両
（１）各クラス３回の開催でシリーズの成立とする
Ｎ−４
気筒容積1000㏄を超える４輪駆動のＮ車両
（２）各クラス３名の参加受付でクラス成立とする
Ｓ−１
気筒容積1600㏄以下の２輪駆動のＳＡ，ＳＣ車両
（３）参加者全員に得点を与えられる権利を有する
Ｓ−２
気筒容積1600㏄を超える２輪駆動のＳＡ，ＳＣ車両
但し、ｼﾘｰｽﾞの順位はJMRC中部に加盟しているｸﾗﾌﾞ､団体に
Ｓ−３
４輪駆動のＳＡ，ＳＣ車両
所属している者に限る。それ以外の者のｼﾘｰｽﾞ 順位はｼﾘｰｽﾞ
Ｄ
気筒容積によるクラス区分無しのＤ車両
最終戦までにJMRC中部に加盟しているｸﾗﾌﾞ､団体に所属しな
第１１条 参加資格
ければ抹消され､JMRC中部に加盟しているｸﾗﾌﾞ、団体に
（１）地方格式の競技会については当該年度ＪＡＦ発給の競技運転
所属 している者に繰り上げ られて与えられる
者許可証の国内Ａ級、又はＢ級を 有すること
（４）ｼﾘｰｽﾞﾎﾟｲﾝﾄは各ｸﾗｽ下記の得点があたえられる
準国内格式の競技会については当該年度ＪＡＦ発給の競技運
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
転者許可証の国内Ｂ級以上を有すること
（２）JMRC中部に加盟しているクラブ、団体に所属 している者に
（５）得点合計の対象（有効戦数）
限る。但し、参加人員に余裕がある場合はその限りではない
開催戦数−１戦を得点合計の対象とする
但し、得点合計の対象が３競技会に満たない場合は、すべて
の競技会が得点の対象となる
（６）同点の場合は地方選手権規定に準ずる

