
2018年JAF全日本ジムカーナ選手権 第5戦
2018年JMRC北海道ジムカーナシリーズ EXラウンド

オールジャパンジムカーナ

開催日
2018年6月16-17日

開催場所
オートスポーツランドスナガワ ジムカーナコース

オーガナイザー
カースポーツクラブコクピット

AG.メンバーズスポーツクラブ北海道

第1条 競技会の定義及び組織

2018年JAF全日本ジムカーナ選手権第5戦「オールジャパンジムカーナ
」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FIA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JAFの国内競技規則およびその付則、2018年日本ジ
ムカーナ/ダートトライアル選手権規定、2018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、JMRC北海道ジ
ムカーナシリーズ統一規則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

　2018年JAF全日本ジムカーナ選手権第5戦
　2018年JMRC北海道ジムカーナシリーズ EXラウンド
　オールジャパンジムカーナ

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、準国内競技　[JAF公認番号 : 2018年第8205号]

第5条 開催日程

　2018年6月16日（土）～17日(日)　2日間

第6条 競技会開催場所（コース公認No. 2018-Ⅰ-0105）

　名称
　所在地
　担当者名
　ＴＥＬ
　ＦＡＸ

第7条 オーガナイザー
　
　オーガナイザーの名称
　代表者名
　所在地
　ＴＥＬ
　ＦＡＸ
　
　オーガナイザーの名称
　代表者名
　所在地
　ＴＥＬ

　ＦＡＸ
　当日の連絡先

第8条 組織委員会

組織委員長
組織委員
組織委員
組織委員

第9条 競技会主要役員

1.競技会審査委員会
審査委員長
審査委員
審査委員

2.競技役員
競技長
副競技長
コース委員長
計時委員長
技術委員長
パドック委員長
救急委員長
医師団長
事務局長
事務局次長

第10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せ先（大会事務局）
　所在地 : 〒003-0022 札幌市白石区南郷通19丁目南4-9
 　オールジャパンジムカーナ大会事務局
　担当者 : 小池　治郎
　TEL ： 011-864-2003　FAX：011-864-1182
　Email : info@homei-gr.com
＜参加料振込先＞
　北海道銀行 : 流通センター前支店 　口座番号：普通1046868
　口座名義 : オールジャパンジムカーナ大会組織委員会
　＊振込人と参加者が異なる場合は、必ず振込人がどの参加者に該当す

るかオーガナイザーに連絡する事。
2）参加受付期間

a.全日本選手権対象クラス
　受付開始 : 2018年4月16日（月）
　締切日 : 2018年5月16日（水）必着
b.併催クラス（JMRC北海道シリーズ　ミドル部門）
　受付期間 : 2018年5月1日(火）～5月16日(水）必着

田畑　邦博
石川　和男
槙田　龍史
大橋登美雄

関根　基司（JAF派遣）
嶽下　宗男（JAF派遣）
恒松　雅彦（組織委員会任命）

槙田　龍史
古川　晶一
石田　昌輝
永井　　真
石川　和男
三上　清春
米澤　　章
野田　　健
大橋登美雄
小池　治郎

： オートスポーツランドスナガワ　ジムカーナコース
： 砂川市オアシス
： 三上　清春（株式会社 邦明商事）
： 011-864-3393
： 011-864-1182

： カースポーツクラブコクピット
： 石川　和男
： 〒003-0876 札幌市白石区東米里2081-89
： 011-873-2072
： 011-873-2072

： AG.メンバーズスポーツクラブ北海道
： 田畑　邦博
： 〒003-0022 札幌市白石区南郷通19丁目南4-9
： 011-864-2003

： 011-864-1182
： 090-7510-5117(事務局：小池)

JAF ALL JAPAN GYMKHANA CHAMPIONSHIP



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、それぞれ署名の上、
以下の参加料を添えて参加受付期間内に上記まで申込むこと。

4）参加料
　参加料は振込または現金書留を使用、もしくは事務局に持参する事。

a.全日本選手権対象クラス
　￥38,000
b.併催クラス（JMRC北海道シリーズ　ミドル部門）
　￥12,000
・公開練習は公式競技ではなく、公式競技に適用される諸規則は適用さ
れず、参加は任意です。参加料に公開練習の参加金額は含まれており
ません。詳細はインフォメーション参照のこと。

5）その他
・サービス員登録料　  ：1名につき￥3,000(申込書にて氏名登録する事)
・サービスカー登録料  ：1台につき￥5,000、1BOX等4.8mまで
(サービスカー登録料には1スペース(2.3mX4.8m)が付帯しますが、参加
台数により、サービスペースに隣接できない場合があります。)
・予備スペース　　　  ：1スペース（2.3m X 4.8m）につき￥4,000
(予備スペースはサービススペースに隣接したスペースとなります。）

第11条 最大参加台数

参加受理台数180台までとし、全日本選手権クラスを優先する。

第12条 サービス員、サービスカー

競技参加者は、パドック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
ビスカーは会場内のオーガナイザーが指定した駐車スペースに置くこ
と。登録以外の車両、積載車等の車両は、オーガナイザーが指定する駐
車スペースに置くこと。

第13条 競技のタイムスケジュール

6月16日（土）
ゲートオープン      
公開練習受付     
公開練習慣熟歩行１      
公開練習ドライバーズブリーフィング     
公開練習第１ヒート      
公開練習慣熟歩行２      
公開練習第２ヒート      
公式受付A(参加確認受付)      
公式車両検査A      
車両保管       
ゲートクローズ
＊公式車両検査終了車両は車両保管とします。ただし持出車両は除く。
＊車両持出申請は16：30までとする。

以上
大会組織委員会

＊全日本選手権クラスは、公式受付A(参加確認受付)および公式車両検
査Aを原則とする。但し、車両変更申請は公式受付B(参加確認受付)
を最終とする。

＊なお、公式受付A(参加確認受付)を済ませた場合でも、決勝当日の参
加確認受付を必ず受けなければならない。

6月17日（日）
ゲートオープン
持出車両検査
公式受付B(参加確認受付)
公式車両検査B
慣熟歩行１
開会式
ドライバーズブリーフィング
第１ヒート
慣熟歩行２
第２ヒート
閉会式/表彰式

第14条 慣熟歩行

慣熟歩行は徒歩にて行う。

第15条 部門、クラス区分

1) 全日本選手権対象クラス
2018年日本ジムカーナ/ダートトライアル選手権規定第12条の通り。

2) 併催クラス（JMRC北海道シリーズ　ミドル部門）
2018年JMRC北海道ジムカーナシリーズ統一規則第11条の通り。

第16条 賞典

1) 全日本選手権クラス
・ 各部門各クラス　1位から3位*　JAF楯、オーガナイザー楯、副賞
・ 各部門各クラス　4位から6位*　オーガナイザー楯、副賞
(*但しJAF楯を除き、対象者数は当該クラス参加台数の30%を下回らない範囲で
賞典の制限を行う場合がある。)

2) 併催クラス（JMRC北海道シリーズ　ミドル部門）
・ 各クラス　参加台数の30％を下回らないで最大10位までとする。
　　　　　  オーガナイザー楯、副賞

第17条 計時

1) 計測は自動計測器を使用し、1/1000秒まで計時し、その計測結果を成
績とする。

2) 万一、メインの計測器に計測不能等が発生した場合に限り、別個の独立
した自動計測器のタイムを成績とする。 

07：30
08：00～09：00
09：10～09：50(40分間)
10：00～10：10
10：20～
第１ヒート終了後10分後から40分間
第１ヒート終了後60分後
14：00～16：00
14：10～16：30
16：30～翌05：40
18：00

05：40
05：40～07：00
06：10～07：00
06：20～07：00
07：00～07：50(50分間)
07：55～08：05
08：05～08：25
08：40～
第１ヒート終了後10分後から40分間
第１ヒート終了後60分後
15：00（予定）

第18条 損害の補償

1）参加者・競技運転者は参加車両及び付属品の損害・盗難・紛失等の被害
ならびに会場施設・器物を破損させた場合の補償等の理由の如何にか
かわらず各自が責任を負わなければならない。

2）参加者・競技運転者・サービス員（ヘルパー含む）・ゲスト等は、JAF及び
オーガナイザーの大会役員・競技役員が一切の責任を免除されること
を了承しなければならない。大会役員・競技役員がその役務に最善を尽
くす事はもちろんであるが、その役務遂行に起因するものであっても、
参加者・競技運転者・サービス員・ゲスト等・観客・大会関係者等の死亡・負
傷及び車両の損害に対して一切の責任を負わないものとする。

第19条 その他の事項

1）競技運転者は競技に有効な保険(死亡1,000万円以上)または、JMRC全
国共同共済に加入している事。

2)国内競技規則4-19に従い参加を不受理とした場合、事務手数料として
2,000円を差し引き、参加費用を返金する。


