２０１９年ＪＡＦ全日本ジムカーナ選手権第９戦とびうめジムカーナフェスティバルｉｎ九州

特別規則書（草案）
2019 年

９/７

土

９/８

日

ＪＡＦ公認国内競技/競技種目：ジムカーナ

開催場所：スピードパーク恋の浦
主
催：ＴＯＢＩＵＭＥ
共
催：ＲＴＣＲ

第１条 競技会の定義及び組織(草案)
2019 年ＪＡＦ全日本ジムカーナ選手権第 9 戦｢とびうめジムカー
ナフェスティバル in 九州｣は、一般社団法人日本自動車連盟（以下
｢ＪＡＦ｣という）の公認のもとに国際自動車連盟（ＦＩＡ）のＦ
ＩＡ国際モータースポーツ競技規則およびその付則に準拠したＪ
ＡＦの国内競技規則およびその細則、2019 年日本ジムカーナ/ダ
ートトライアル選手権規定、2019 年全日本ジムカーナ/ダートト
ライアル選手権統一規則、スピード競技開催規定および本競技会
特別規則に従い国内競技として開催される。
第２条 競技会の名称
２０１９年ＪＡＦ全日本ジムカーナ選手権第９戦
とびうめジムカーナフェスティバルｉｎ九州
第３条 競技種目
ジムカーナ
第４条 競技の格式
ＪＡＦ公認国内競技 ＪＡＦ公認番号 2019-5032
第５条 開催日程
２０１９年９月７日（土）～８日（日）２日間
第６条 競技会開催場所（コース公認 NO．2019-Ⅰ-4002）
名称
：スピードパーク恋の浦（ジムカーナコース）
所在地
：福岡県福津市渡 641（恋の浦ガーデン内）
担当者名 ：倉下 慎一
TEL：0940-52-7171
FAX：0940-52-7172
第７条 オーガナイザー等
・ｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰの名称：エーアールシーとびうめ（TOBIUME）
代表者名：立川 仁
所在地：〒818-0104 福岡県太宰府市通古賀 2-3-47
オートショップサンハウス内
TEL:092-925-0708 FAX：092-929-4968
・共催：ラリーチームクロスロード（RTCR）代表者名 佐藤 裕
所在地：〒800-0047 福岡県北九州市門司区藤松２-4-25-106
第８条 大会役員
大会会長
: 宮内 秀樹（自民党副幹事長）
大会副会長
: 野田 国義（参議院議員国土交通委員）
第９条 組織委員会
組織委員長
: 榊
淳一（TOBIUME）
組織委員
: 羽田野道明（JMRC 九州理事）
組織委員
: 三重野正治（RC 大分）
組織委員
: 中川 康隆（TOBIUME）
第１０条 競技会主要役員
（1）競技会審査委員会
審査委員長
: 槇田 龍史（JAF 派遣）
審査委員
: 関根 基司（JAF 派遣）
審査委員
: 中村 善浩（組織委員会任命）
（2）競技役員
競技長
: 佐藤
裕（RTCR）
副競技長
: 立川
仁（TOBIUME）
コース委員長 : 星野
元（FMSC）
副コース委員長 : 平木 勝己（TOBIUME）
計時委員長
: 山村 武史（TOBIUME）
副計時委員長 : 安武 昌洋（RASCAL）
技術委員長
: 小関 正則（RASCAL）
副技術委員長 : 安部 直治（RASCAL）
パドック委員長 : 寺田 泰浩（TOBIUME）
救急委員長
: 萩尾 隆徳（TOBIUME）
医師団長
: 紙谷 孝則
事務局長
: 村瀬 晴信（RASCAL）
事務局次長
: 榊
淳一（TOBIUME）
第１１条 参加申込および参加費用
（1）参加申込場所および問い合わせ先（大会事務局）
所在地：812-0063 福岡県福岡市東区原田 2-33-13
アルテックレーシング内 大会事務局 担当者：拝志
TEL：092-621-0664 FAX：092-622-6707
（2）参加受付期間
受付開始 ：２０１９年７月８日（月）
締切日
：２０１９年８月９日（金）必着
（８月１３日（火）～８月１５日（木）は事務局休み）
（3）提出書類
所定の参加申込書、車両申告書、選手紹介書等に必要事項を記
入 し 、 競 技 参 加 者、 競 技 運 転者 、 サ ー ビ ス 員 が誓 約 文 へ 、そ れ
ぞ れ 署 名 の う え 、以 下 の 参 加料 を 添 え て 参 加 受付 期 間 内 に上 記
第 11 条（1）まで申し込むこと。
※但し銀行振込を利用する場合、下記の指定銀行口座に入金後、速や
かに上記申込先に参加申込書等を送付する事。なお、複数名分をまと
めて入金した場合は、参加申込書もまとめて同時に送付する事。
また、振込手数料は各自負担のこと。振込の場合、領収書の発行は致
しません。締切日までの着金が確認できない場合、未受付とします。
受付期間後に参加者が取消を申請した場合、上記にて受付した参加料
は返還されないものとする。
<振込先>
西日本シティ銀行 箱崎支店(ﾆｼﾆｯﾎﾟﾝｼﾃｨｷﾞﾝｺｳ ﾊｺｻﾞｷｼﾃﾝ)
店番号 206
口座番号 （普通）１８００８６８
口座名義 ラスカル代表者中村 善浩
(ﾗｽｶﾙ ﾀﾞｲﾋｮｳｼｬ ﾅｶﾑﾗｾﾞﾝｺｳ)
4）参加料
￥３５,０００

5）その他
①公開練習参加料
：￥７,０００
②サービス員登録料１名に付
：￥２,０００
(申込書にて氏名登録すること)
③サービスカー登録料(ｽﾍﾟｰｽ付) ：￥３,０００（１台のみ可）
・1BOX 等 2,3ｍ×5m まで、サービススペースとして使用可。
・締切後のサービスカーの登録は出来ませんので、参加申込
と同時に行って下さい。
④参加受付終了後のサービス員の追加登録は￥１,０００増しと
する。
第１２条 サービス員、サービスカー
競技参加者は、サービス員およびパドックに持ち込むサービスカ
ーについて、競技参加申込と同時に登録を必要とする。登録した
サービスカーはオーガナイザーが指定した場所に駐車すること。
登録以外の車両は、オーガナイザーの指定した場所へ駐車するこ
と。なお車両積載車をサービスカーとして登録することは出来な
い。
第１３条 競技のタイムスケジュール
（1）９月７日（土）
*ゲートオープン
７：３０
公開練習走行受付
８：００～１１：００
公開練習慣熟歩行
８：１０～９：００
公開練習ﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ
９：０５～９：２０
公開練習第1ヒート(ｾﾞｯｹﾝ順)
９：３０～
公開練習慣熟歩行
第1ヒート終了後３０分間
公開練習第2ヒート(ｾﾞｯｹﾝ順)
第1ヒート終了４０分後
公開練習終了
１４：４０ 予定
*公式受付Ａ( 参加確認受付) １３：３０ ～ １５：３０
*公式車両検査Ａ
１３：４０ ～ １６：００
*車両持出受付
１３：４０ ～ １６：３０
*車両保管
１６：３０ ～ 翌６：００
（公式車検終了車両は車両保管。持出し車両を除く）
*ゲートクローズ
１７：００
（2）９月８日（日）
*ゲートオープン
６：００
*公式受付 B(参加確認受付)
６：３０ ～ ７：１５
*公式車両検査Ｂ
６：３０ ～ ７：３０
*慣熟歩行
７：００ ～ ８：００
*開会式(ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｽﾞﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ) ８：１０ ～ ８：４０
*第１ヒート
９：００ ～
*慣熟歩行
第１ヒート終了後４０分間
*第２ヒート
第１ヒート終了５０分後
*表彰式 （閉会式）
１５：３０（予定）
※公開練習については、別途公開練習インフォメーションをご参照下
さい。
※公開練習走行は２回予定ですが、天候などの事情によりコースコンデ
ィションが止む得ない場合、練習走行１回になる場合があります。又、
天候などの止む得ない事情により、公開練習中止の場合は、参加料は
返金する事とします。
※公式受付(参加確認受付)・公式車両検査はＡ・Ｂいずれかを選択で
きますが公開練習参加者は公式受付(参加確認受付)Ａ及び公式車検
Ａを受けて下さい。また公式受付(参加確認受付)Ａを済ませた方
は８日(日)AM６：３０～７：１５の参加確認受付のみとなります。
第１４条 参加車両及び参加台数
参加車両は２０１９年日本ｼﾞﾑｶｰﾅ/ﾀﾞｰﾄﾄﾗｲｱﾙ選手権規定第 11 条に
従うものとし、参加台数は１４０台までとする。
第１５条 競技クラス区分
２０１９年日本ｼﾞﾑｶｰﾅ／ﾀﾞｰﾄﾄﾗｲｱﾙ選手権規定第 12 条に従う。
第１６条 車両変更
２０１９年日本ｼﾞﾑｶｰﾅ/ﾀﾞｰﾄﾄﾗｲｱﾙ選手権規定第 25 条に従い、参加
確認受付終了までとする。
第１７条 慣熟歩行
タイムスケジュールに従い、コースオープン時間内に徒歩にて行
う。但し身体に障害のある者は原付等の使用を認める場合がある。
第１８条 賞典
・全部門全クラス
１位～３位
ＪＡＦ楯
・全部門全クラス
１位～６位
オーガナイザー楯・副賞
第１９条 計時
計測は光電管にて１/1000 秒まで計測する。バックアップは光電
管による。
第２０条 本特別規則の施行ならびに記載されていない事項
1）本特別規則は、本競技会に適用されるもので参加受付と同時に
有効となる。
2）本特別規則書に記載されていない事項については、2019 年日
本ジムカーナ/ダートトライアル選手権規定、2019 年全日本ジム
カーナ/ダートトライアル選手権統一規則、JAF 国内競技規則とそ
の細則、および FIA 国際モータースポーツ競技規則とその付則に
準拠する。
3）本規則発行後、JAF において決定され公示された事項は、すべ
ての規則に優先する。
4）競技運転者は競技に有効な保険（死亡 1,000 万円以上）、又は
JMRC 全国共同共済加入者に限る。なお、大会受付時にその保険証
書（コピー可）もしくは、全国各地区の JMRC メンバーズカード
を提示する事。
大会組織委員会

