
 

2017JMRC 関東ジムカーナフェスティバル特別規則書 

  in   富士スピードウェイドリフトコース 

  

大 会 公 示 

本競技会は、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日本

自動車連盟(JAF) 2017 国内競技規則、2017 国内競技車両規則、2017JMRC 関東ジムカーナ共通規則、本大会

特別規則書に従いＪＡＦ公認準国内競技として開催される。 

 

第１条 競技会名称 

本競技大会は「２０１7ＪＭＲＣ関東ジムカーナフェスティバル」と称する 

 

第２条 競技主催者 

本競技大会は「トヨタ・モータースポーツ・クラブ(TMSC)・スフィア(SPHERE)・チーム ワンポイント

(T1P)」の主催により開催される。 

主催者連絡先 

〒102-0074   千代田区九段南 ２-３-１８ トヨタ九段ビルＢ1 

ＴＥＬ０３-３２２１-９９５０   ＦＡX ０３-３２２１-９９２４ 

 

第３条 開催日程・競技会格式・開催場所 

開催日：10 月 29 日(日曜日) 

格 式：準国内競技 

     開催場所 富士スピードウェイ ドリフトコース  静岡県駿東郡小山町中日向６９４ 

          ※富士スピードウェイ入場は東ゲート（新ゲート）になります。 

第４条 大会組織 審査委員会 執行役員 

大会組織委員長  中村 真幸（東京） 

大会組織委員   亀井 俊樹（茨城）  清島 康伸（栃木）  後藤 和弘（群馬） 

                  熊倉 俊夫（埼玉） 星 洋 磁（千葉） 壺坂 孝志（神奈川） 

                  青山 誠志（新潟） 細 川 昇（山梨） 田中 和成（長野） 

 

審査委員長    堀 内 純 

審査委員     竹之内光夫 

 

競技長      稲玉 秀幸        コース委員長   島崎 三樹彦 

副競技長     中村 真幸        副コース委員長  赤城 康友 

計時委員長    島田 友貴        技術委員長    植村 隆治 

救急委員長    板倉 武 

事務局長     福村 憲一郎       副事務局長    鎌田 耕造 



第５条 参加資格・参加申込・参加料 

１．参加資格 

①2017 年 JMRC 全国各地区の登録クラブ・団体の会員であること。 

 全日本対象クラスは 2017 年全日本ジムカーナシリーズに参加実績のある者。 

②2017 年 JMRC 関東各都県シリーズの上位入賞者。 

③2017 年関東オールスターシリーズ・チャンピオンシリーズの参加実績のある者。 

④2017 年 JMRC 関東オールスターシリーズ参加実績者部門各クラスのみ、JMRC 関東ジムカーナ部会認    

定 SA シードドライバーの参加を認める。 

⑤JMRC 関東ジムカーナ都県各部会長の推薦を得た者。 

2． 参加申込方法 

①JMRC 関東書式（A4 サイズ２枚）の参加申込書・車両申告書と住所シールに必要事項を記入、署名捺印

の上、別記申込み期間内にオーガナイザー宛てに郵送すること。※参加ｸﾗｽ枠内に「参加資格を得た

JMRC 関東各都県シリーズ名称」を記入すること。 

②参加申込締切日は下記の通りとし、参加申込時に現金書留あるいは銀行振込にて参加料を納付すること。 

③主催者は理由を開示することなく、参加申込みを拒否する場合がある。参加を拒否した場合を除き、一旦 

受領した参加料の返却には応じられない。 

申込期限  １０月 ４日（水）～ １０月１９日（木） 

3．参加料 

参加料は以下の通りとする。※富士スピードウェイ入場料 1 名分＠￥1000 は別途当日お支払下さい 

ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ （都県対抗戦参加費を含む） 前日練習会  

全クラス 1４,000 円 全クラス ８,000 円 

※参加料振込先は「三菱東京ＵＦＪ銀行 麹町支店  

普通預金 １０３７８８１  「ＴＭＳＣ会長 舘 宗一」 までお願いいたします。 

      ※申し込み先 102-0074 東京都千代田区九段南 2-3-18-Ｂ1 

             トヨタ・モータースポーツ・クラブ 宛 

 

第６条 参加車両とクラス区分およびゼッケン番号 

１． 参加車両とクラス区分 

１）詳細制限の規定は､2017 関東ジムカーナシリーズﾞ共通規則に準拠する 

２）同一車両による重複参加は 2 名まで認められる。 

   

JMRC関東チャンピオンシリーズ・クラス区分 

クラス区分 
条件 

参加車両 排気量・駆動区分 

ＰＮ１ 

ＰＮ 

 

1,600cc以下の２輪駆動（ＦＦ・ＦＲ）          ※１ 

ＰＮ２ 1,600ccを超える２輪駆動（ＦＦ・ＦＲ）        ※１ 

ＰＮ３ 1,600ccを超える２輪駆動（ＦＦ・ＦＲ） ※3  ※１ 

ＰＮ４ PN1･PN2・PN3に該当しない車両              ※１ 

NTK B 軽自動車                                       ※2 



ＮＴ１５００ Ｂ 1586ｃｃ以下の前輪駆動                       ※2 

ＮＴＦ 気筒容積制限なし、前輪駆動                     ※2 

ＮＴＲ１ 2000ｃｃ以下の後輪駆動               ※4   ※2 

ＮＴＲ２ 気筒容積制限なし、後輪駆動                     ※2 

ＮＴ４ 気筒容積制限なし、4 輪駆動                     ※2 

Ｓ２ 
   B 

気筒容積制限なし、2 輪駆動 

Ｓ４ 気筒容積制限なし、4 輪駆動 

 

JMRC 関東オールスターシリーズ・クラス区分 

クラス区分 
条件  

参加車両 排気量・駆動区分 

ＡＥ ＡＥ 気筒容積・駆動方式制限なし          ※１ 

ＰＮ１ 

ＰＮ 

 

1,600cc以下の２輪駆動（ＦＦ・ＦＲ）     ※１ 

ＰＮ２ 1,600ccを超える２輪駆動（ＦＦ・ＦＲ）       ※１ 

ＰＮ３ 1,600ccを超える２輪駆動（ＦＦ・ＦＲ） ※3 ※１ 

ＰＮ４ PN1･PN2・PN3に該当しない車両             ※１ 

N１ 

N 

気筒容積制限なしの前輪駆動車                  ※2  

Ｎ２ 気筒容積制限なしの後輪駆動車                  ※2  

Ｎ３ 気筒容積制限なしの 4 輪駆動車                  ※2  

ＳＡ１ 

SA・ＳＡＸ 

1600 ㏄以下の、前輪駆動車 

ＳＡ２ 1600 ㏄を超える前輪駆動車 

ＳＡ３ 気筒容積制限なしの後輪駆動車 

ＳＡ４ 気筒容積制限なしの 4 輪駆動車 

ＳＣ・Ｄ ＳＣ・Ｄ 気筒容積・駆動方式制限なし 

  

   全日本対象クラス区分 

クラス区分 
条件  

参加車両 排気量・駆動区分 

ＪＧＣ２ ＰＮ・Ｎ・ＳＡ 気筒容積制限なしの 2 輪駆動車 

ＪＧＣ４ ＰＮ・Ｎ・ＳＡ 気筒容積制限なしの 4 輪駆動車 

 

※１：2017年全日本ジムカーナ/ダートトライアル選手権統一規則第2章第2条２）を適用する。 

※２：下記タイヤ規定を適用する。 

(1)１銘柄で単一コンパウンドかつ国内販売が 30 サイズ以上のラインナップを有する事。 

(2)上記(1)を満たしたタイヤで、かつタイヤ接地面にタイヤを 1 周する連続した複数の縦溝を有している事。

(3)上記(2)の溝はトレッドインジケータ（スリップサイン）が出るまで維持されている事。 

※3： FIA/JAF公認発行年またはJAF登録年2012年1月1日以降の車両 

※4：車両型式 AP1 及びエンジン型式が変更された車両を除く。 



２．ゼッケン 

ゼッケンは主催者が決定し、競技会当日に参加者に配布する。競技車両の左右ドアに走行中剥がれない様に 

貼付ける事。貼付け方法等について競技役員から修正の指示が出た場合は指示に従う事 

 

第 7 条 賞典・ポイント 

2017ＪＭＲＣ関東ジムカーナシリーズ共通規則書に準ずる。競技当日、別途特別賞を設ける場合がある。 

 

第 8 条 公式通知   

本規則に記載されない競技運営に関する実施細則および参加者に対する案内・指示事項は「公式通知」に   

より示す。 

 

第 9 条 タイムスケジュール （競技会当日の状況により変化する場合は公式通知にて発表する） 

ゲートオープン    6：３０（富士チャンピオンレース併催の為、変更の場合は受理書にて通知します。） 

                 ※入場は東ゲート（新ゲート）になります。 

参加確認受付     ６：４０～ ７：２０ 

公式車両検査     ６：５０～ ７：４０ 

慣熟歩行       ７：４０～ ８：２０ 

ブリーフィング    ８：２０～ ９：００ 

第１ヒート      ９：１０～ 

慣熟歩行       第１ヒート終了５分後より４０分間 

第２ヒート      第 1 ヒート終了後 60 分後 

再車検        各クラス終了毎随時 

表彰式〔閉会式〕   全クラス正式結果成立後         

 

第 1０条 競技コース 

          競技コースは競技会当日公式通知により示される。 

 

第 1１条 その他の事項 

     １）公式通知等の掲示はパドック内、掲示板にて示される。 

     ２）ドライバーズブリーフィングは、事務局横屋根付きガレージ下にて行う。 

 

第 1２条 付則 

１）本特別規則書に規定されていない事項に関しては、2017JAF 国内競技規則及び 

2017ＪＭＲＣ関東ジムカーナシリーズ共通規則に準じて行う。 

      ２）参加台数は 1８0 台を上限とする。但し、本規則 6 条クラス区分の 2017 年関東各都県シリー

ズ・チャンピオンシリーズ参加実績者部門からの参加者を優先する。 

   ３）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。 

2017JMRC 関東ジムカーナフェスティバル組織委員会 


