2019年
JAFカップオールジャパンダートトライアル
JMRC全国オールスターダートトライアル
in 北海道

オーガナイザーの名称
代表者名
所在地
連絡先
当日の連絡先

：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
：TEL: 011-864-2003 / Fax: 011-864-1182
：090-7510-5117(事務局：小池)

第8条 大会役員
大会名誉会長
大会長
大会副会長

第1条 競技会の定義及び組織
「2019年JAFカップオールジャパンダートトライアル JMRC全国オール
スターダートトライアルin北海道」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
およびその細則、2019年JAFカップオールジャパンジムカーナ/ダートト
ライアル規定、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、JMRC北海道ダートトライアル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および準国内競技として開催される。
第2条 競技会の名称
2019年JAFカップオールジャパンダートトライアル
JMRC全国オールスターダートトライアルin北海道

善岡
中田
小口

雅文(砂川市長)
省吾(JMRC北海道運営委員長)
貴久(JMRC関東運営委員長)

林
田畑
恒松
立川
古沢
齊藤
今井
三好
松原
寺田

宏明(JMRC北海道ダートトライアル部会長)
邦博(AG.MSC北海道)
雅彦(JMRC北海道顧問)
敬士(JMRC東北ダートトライアル部会長)
和夫(JMRC関東ダートトライアル副部会長)
道夫(JMRC中部ダートトライアル部会長)
健文(JMRC近畿ダートトライアル部会長)
工(JMRC中国ダートトライアル部会長)
宏(JMRC四国ダートトライアル部会長)
泰浩(JMRC九州運営委員)

第9条 組織委員会
組織委員長
副組織委員長
組織委員
組織委員
組織委員
組織委員
組織委員
組織委員
組織委員
組織委員

第10条 競技会主要役員
第3条 競技種目
ダートトライアル
第4条 競技の格式

[JAF公認番号 : 2019年第 8510号]

JAFカップ対象クラス：
併催クラス：

国内競技
準国内競技

第5条 開催日程
2019年10月26日
（土）
〜27日(日)

2日間

第6条 競技会開催場所（コース公認No. 2019-Ⅱ-0103）
名称
：オートスポーツランドスナガワ ダートトライアルコース
所在地
：北海道砂川市オアシス町
連絡先
：TEL: 011-864-3393 / Fax: 011-864-1182
担当者名
：三上 清春
＊ただし、表彰式/閉会式は札幌開発建設部滝川下線事務所砂川遊水池
管理センター(砂川市西5条南8丁目)にて行う。
第7条 オーガナイザー

1.競技会審査委員会
審査委員長
審査委員
審査委員

稲玉
中村
嶽下

秀幸（JAF派遣）
善浩（JAF派遣）
宗男(組織委員会任命)
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競技長
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医師団長
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第11条 参加申込および参加費用
1）参加申込先および問い合せ先（大会事務局）
● 全日本選手権より参加の申込先および問い合せ先
所在地
: 〒003-0022 札幌市白石区南郷通19丁目南4-9
JAFカップダートトライアル大会事務局
担当者
: 小池 治郎
TEL
：011-864-2003 FAX：011-864-1182

Email
: info@homei-gr.com
● 地方選手権シリーズ及びJMRC選抜戦シリーズより参加の申込先
a.北海道地区：林 宏明 (JMRC北海道ダートトライアル部会長)
〒006-0001 札幌市手稲区西宮の沢1条4丁目5-19-101
TEL/FAX : 011-590-1302
b.東北地区: 立川 敬士 (JMRC東北ダートトライアル部会長)
〒010-0877 秋田市千秋矢留町6-30-601
TEL : 090-3368-4860
c.関東地区: 星野 悟 (JMRC関東ダートトライアル部会長)
〒947-0002 新潟県小千谷市大字ひ生甲2001-2
TEL : 090-3093-1603 FAX : 0258-82-263
d.中部地区: 齊藤 道夫 (JMRC中部ダートトライアル部会長)
〒438-0077 静岡県磐田市国府台360-1
TEL : 090-5303-3908
e.近畿地区: 今井 健文 (JMRC近畿ダートトライアル部会長)
〒651-2276 兵庫県神戸市西区春日台５−３２−７
TEL : 090-9861-3759
f.中国地区: 三好 工 (JMRC中国ダートトライアル部会長)
〒710-0024 岡山県倉敷市亀山 718-4
TEL : 090-4145-1513
g.四国地区: 松原 宏 (JMRC四国ダートトライアル部会長)
〒760-0011 香川県高松市浜ノ町61-6
TEL : ０９０−８６９１−９２４６
h.九州地区: 橋本 和信 (JMRC九州ダートトライアル部会長)
〒861-0102 熊本県熊本市北区植木町内１７３−１
TEL : 096-277-1811 ＦＡＸ : 096-277-1812
＜参加料支払い先＞
全日本選手権より参加の方は下記振込先に、地方選手権より参加の
方は上記の各地区参加申込先に支払う事。
北海道銀行 : 流通センター前支店 口座番号：普通 1073086
口座名義
: 北海道ダートスペシャル大会組織委員会
＊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(全クラス)
受付開始 : 2019年 9月25日
（水）
締切日
: 2019年10月10日
（木）必着
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にそれぞれ署名の上、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.JAFカップ対象クラス JMRC会員 ：￥33,000
JMRC非会員：￥38,000
b.併催クラス（JMRC会員に限る）
：￥20,000
・上記参加料はサービス員1名分の登録料を含む。
・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￥2,000(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￥3,000、1BOX等4.8mまで
(サービスカー登録料には1スペース(2.5mX4.8m)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
（2.5m X 4.8m）
につき￥3,000
(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。）
6)参加受理書
参加受理書はPDFをメールで送信する。メールでの受信ができない参
加者は事前に大会事務局に申し出ること。

第15条 慣熟歩行

第12条 最大参加台数

慣熟歩行は徒歩にて行う。

参加受理台数200台までとし、内JAFカップクラスは最大180台とする。
第13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14条 競技のタイムスケジュール
10月26日
（土）
ゲートオープン
07：30
公開練習受付
08：00〜09：00
公開練習慣熟歩行1
09：10〜10：00(50分間)
公開練習ドライバーズブリーフィング
10：05〜10：15
公開練習第1ヒート
10：30〜
公開練習慣熟歩行2
第１ヒート終了後10分後から40分間
公開練習第2ヒート
第１ヒート終了後60分後
公式受付A(参加確認受付)
14：00〜16：00
公式車両検査A
14：10〜16：30
車両保管
16：30〜翌05：40
ゲートクローズ
17：30
＊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。
＊JAFカップ対象クラスは、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。
10月27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

05：40
05：40〜06：50
06：10〜06：50
06：20〜07：00
07：00〜08：00(60分間)

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
表彰式/閉会式

08：05〜08：15
08：15〜08：30
08：45〜
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
15：30（予定）

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。
第20条 その他の規則

第16条 部門、
クラス区分
1) JAFカップ対象クラス
2019年JAFカップオールジャパンジムカーナ/ダートトライアル規定第6
条2.の通り。
2) 併催クラス
2019年JMRC北海道ダートトライアルシリーズ統一規則第11条のチャ
ンピオン部門のクラス区分にB車両を加えた区分とする。
・FF-1クラス：気筒容積1600cc以下の2輪駆動のPN、N、B、SA、SAX、SC
および排気量区分なしの2輪駆動のＡＥ車両。
（※FF-1クラスに参加する
車両の年式制限を行う
（AE車両は除く）。その年式は、2000年(平成12
年)10月以降に初年度登録された車両であること)
・FF-2/4WD-1クラス：FF-1クラスに該当しない2輪駆動のPN、N、B、SA、
SAX、SC車両、および気筒容積1600cc以下の４輪駆動のPN、N、B、SA、
SAX、SC車両、および排気量区分なしの4輪駆動のAE車両
・RWDクラス：排気量区分なしの後輪駆動のPN、N、B、SA、SAX、SC車両
・4WD-2クラス: 気筒容積1600ccを超える４輪駆動のPN、N、B、SA、SAX
、SC車両
第17条 参加受理優先基準
1) 2019年全日本選手権シリーズの各部門、各クラス10位までの者。
2) 2019年地方選手権シリーズの各部門、各クラス6位までの者。
3) オーガナイザーの選考に基づく者、ただし上記基準を妨げない。

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を適用する。
但し、以下の条項については同統一規則の内容を一部追加・削除もしくは
置き換えて適用する。
第1条
本特別規則第1条から第14条に記載された内容に置換する。
第2条3) 「全日本ダートトライアル選手権」を「本大会」に置換する。
第3条
本特別規則第16条に置換する。
第5条
本特別規則第17条に置換する。
第6条2. 2019年JAFカップオールジャパンジムカーナ/ダートトライア
ル規定第10条に置換し、
「また、併催クラスとの重複参加を認める」を
追加する。
第7条4) 「参加受理書はPDFをメールで送信する。」を追記する。
第10条8) 削除する。
第13条 本特別規則第15条に置き換える。
第17条 「全クラス競技期間中、機材等を用いてタイヤを意図的に加熱
、保温することは禁止される」に置換する。1)、2)は削除する。
第23条10) 削除する。
第28条1) 「全日本競技会」を「本競技会」に置換する。
第29条 本特別規則書第18条に置換する。
第21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18条 賞典
第22条 その他の事項
1) JAFカップ対象クラス
・各部門各クラス 1位
JAFカップ、
オーガナイザー楯、副賞
・各部門各クラス 2位から6位* JAF楯、
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
・各クラス 参加台数の30％を下回らない範囲で最大6位までとする。
オーガナイザー楯、副賞
第19条 計時

1）競技運転者は競技に有効な保険または、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。
以上
大会組織委員会

