
第８条　参加資格 第15条　クラス区分および参加車両
　　　①当該車両を運転できる運転免許証の所持者 　　　本大会に参加が認められる車両は2016年JAF国内

　　　②主催クラブ会員に限定されるが、参加申込みと同時に 　　　競技車両規則の第３編スピード車両規定に適合した

　　　　準会員（当日会員）の登録を行う事ができる 　　　下記の車両とする

第９条　参加料　 クラス 参加車両 排気量・駆動区分

　　　★エントリー１台／１名につき　…　￥11,000- ※１ NT1500 排気量1586cc以下・前輪駆動車

第１条　競技会名称 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※入場料\500-/1名分を含む NTF 排気量区分なし・前輪駆動

　　　　2016ＪＭＲＣ千葉・東京ジムカーナシリーズ 　特典１●学生および女性ドライバー　…　￥9,000- NTR1 排気量2000cc以下の後輪駆動 ※２

　　　　 LATTESTONE　HARDSLALOM 　　　　※学生割引は参加申込み書に学生証の写しを同封した NTR2 ※Sﾀｲﾔ 排気量区分なし・後輪駆動

　　　　   場合のみ適用される NT4 装着不可 排気量区分なし・４WD

第２条　競技種目 　特典２●過去にジムカーナ競技会に参加経験のない方をご紹介 Ｓ-２ 排気量区分なし・２WD

　　　　　 ジムカーナ競技 　　　　　いただいた場合は紹介者・被紹介者ともに上記参加料 Ｓ-４ 排気量区分なし・４WD

　　　　　より \1,000-割引とする PN1 排気量1600cc以下の前輪駆動

第３条　開催日及びオーガナイザー 　　　　※被紹介者の参加申込用紙の余白に紹介者の「氏名」 PN2 PN 排気量1600ccを超える前輪駆動

　　□第１戦　　３月２０日（日）　　Narashino 　　　　　および「参加クラス」を記入してください PN3 ※３ 排気量2000cc以下の後輪駆動

　　□第２戦　　４月１７日（日）　　Narashino PN4 排気量2000ccを超える後輪駆動(FR) ※４

※JMRC関東チャンピオンシリーズ規定により開催 第10条　参加申し込みおよび問い合わせ先 PN5 PN1・PN2・PN3・PN4に該当しない車両

　　□第４戦　　６月２６日（日）　　Narashino SC/D SC・D 排気量/駆動区分なし

　　□第６戦　　９月　４日（日）　　Narashino ※５ ＪＯＹ 不問 排気量/駆動区分は自由に設定

習志野レーシングクラブ【Narashino】
・千葉県船橋市豊富町1482-80　代表:星　振一 ※1　乗車定員の変更は、車検証記載変更があった場合のみ認める

※2　車両型式AP1およびエンジン型式が変更された車両を除く

第４条　開催会場 ※３　PNクラスへの参加車両のタイヤは、2016年全日本ジムカーナ/

　　　　浅間台スポーツランド（ＡＳＬ） 　　  ダートトライアル選手権統一規定　第2条の規定に従うこと

　　　　　　　 ・千葉県香取市栗源町岩部 179-2 　　　①郵送の場合は参加申込書に参加料を同封し、現金 　　  PN1～3クラスは『JAF登録車両規定、第2条2』による車両は除く

　　　　書留として上記宛に郵送すること ※４   類別区分・型式指定のない前輪駆動車(FF)、後輪駆動車(FR)

第５条　大会役員 　　　②参加料を振り込む場合は、振込票を参加申込書に添付 ※５　シリーズ表彰対象外：３台以上で任意のクラス設定が可能

　　　　大会組織委員長　　　　　 星　　振一 　　 　  して郵送すること

　　　　組　織　委　員　　　　　 吉村　光司
　　　　組　織　委　員　　　　　 宇井　常夫 第11条　参加受付期間
　　　　大会審査委員長　　　　　 中嶋　和雄 　　　   各イベント開催日の２０日前から受付開始

　　　   原則として、開催日の１０日前で締め切りとする

第６条　競技役員
　　　　競　技　長　　　　　　　 関　　幸助 第12条　参加台数の制限
　　　　技 術 委員長　　　　　　  星　　洋磁 　　　　受付台数は最大150台を原則とする

　　　　コース委員長　　　　　　 津田　　隆 第16条　慣熟走行
　　　　計 時 委員長　　　　　　  宇井　常夫 第13条　車両および競技運転者の変更 　　　原則として競技開始前に慣熟走行を実施するが、参加

　　　　救 急 委員長　　　　　　  信木　宏一 　　　①競技運転者の変更は、正式受理後には認められない 　　　台数が80台を超えた場合や、雨天または雨天の恐れ

　　　　大会事務局長　　　　　　 星　　洋磁 　　　②競技車両の変更は、大会当日の参加確認受付時までに       　 がある場合は慣熟走行を中止する
　　　   変更申請および改造申告書を大会時務局に提出した場

第７条　タイムスケジュール 　　　   合、競技会審査委員会は同一クラスに限り認める場合 第17条　賞典
　　ゲートオープン・・・am　6：45 ～ 　　 　  がある 　　 　各クラス参加台数の30％までを賞典の対象とする

　　参加確認受付・・・・am　6：50 ～7：50 　　 　表彰対象者が表彰式に欠席した場合、オーガナイザー

　　公式車両検査・・・・am　7：00 ～8：10 第14条　競技番号（ゼッケン） 　　　 の用意した副賞は授与されない

　　慣　熟　歩　行・・・am　8：15 ～8：50 　　　①競技番号はオーガナイザーが決定する

　　ブリーフィング・・・am　8：50 ～9：00 　 　  ②競技番号に対する抗議は一切受け付けない 第18条　その他
　　慣熟走行開始・・・・am　9：00 ～ 　　　③競技車両の左右ドアに走行中剥れない様に貼付ける 　　　 原則として会場内は火気厳禁となっており、燃料補給

　　競　技　開　始・・・am 10：30～ 　　   ④競技役員から貼り付け方法、状態などについて修正の 　　　 や、火を使うバーベキューなどを行う際は、競技役員

※詳細は公式通知にて発表する 　　 　  指示が出た場合はこれに従うこと 　　　 の指示に従うこと
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             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） 2016年国内競技規則、2016年国内競技車両規則、   

2016年ＪＭＲＣ関東千葉支部共通特別規則書及び 本大会特別規則   

に従い、クローズド競技として開催される。 

 
 ・〒274-8799 船橋市 東郵便局 私書箱３１号   
       ㈱日本レース企画 
 ・PHONE：047(407)6050 FAX：047(407)6051 
 ・ジャパンネットバンク本店営業部 (店番 001)  

     普通：１８７７０６０  ホシヨウジ         

       《Ｓタイヤ銘柄指定一覧表》 
 ・ブリヂストン…520S・540S・55S・11S 

 ・ダンロップ…93J・98J・01J・RSV98・02G・03G 

 ・ヨコハマ…021・032・038・039・048・049・050 

 ・トーヨー…FM9R・08R・881・888 

 ※その他「新規発売のＳタイヤ」  「ラリータイヤ」 

   「海外メーカー製Ｓタイプ」等、当運営委員会の 



第19条　本規則の施行および記載されない事項

　　　 本規則は参加受理と同時に有効となり本規則書に記載

　　　 されない事項は2016JMRC関東千葉支部共通特別規
　　　 則書に準拠するものとする

　　　 本規則書以外の規定・変更/指示は公式通知により表示 JAF公認　クローズド競技

　　　 される

　　　 本規則書及び競技に関する諸規則の解釈に疑問が生じ

　　　 た場合は、競技会審査委員会の決定を最終とする

　　　 本規則書発行後、JAFにおいて決定された事項は総て

　　　 本規則に優先する

                 　　□第１戦 　３月２０日（日）

                 　　□第２戦 　４月１７日（日）

戦 開催日 オーガナイザー 住　　所 T E L                  　　□第４戦 　６月２６日（日）

開 催 場 所 Ｅメール FAX                  　　□第６戦 　９月　４日（日）
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team１point＠k7.dion.ne.jp
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千代田区九段下南
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トヨタ九段ビルB1

〒274-8799

千葉県船橋東郵便局

私書箱31号

nasca-001@nifty.com

〒114-0034

東京都北区上十条

3-28-3

JMRC千葉 〒274-0068

ジムカーナ部会 千葉県船橋市大穴北
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