2021 JMRC千葉・東京ジムカーナシリーズ 第6戦

SPHERE・ターマックアタックin浅間台
《特別規則書》
本特別規則書および参加申込書／住所シールは、ＪＭＲＣ東京ジムカーナ部会のホームページから
ダウンロードが出来ます。ＵＲＬは⇒http://jmrctokyo-g.com/
第1条 競技会の定義および組織
本競技会は、2021JMRC関東ジムカーナシリーズ共通規則に従い、かつ2021JMRC千葉･東京ジムカーナ シリー
ズ共通特別規則書および本競技会特別規則書に従い、JAF公認クローズド競技として開催される。

第2条

競技会の名称

第3条
第4条
第5条
第6条

競技種目
競技の格式
開催日程
開催場所

2021JMRC千葉・東京ジムカーナシリーズ第6戦
SPHERE・ターマックアタックin浅間台
4輪自動車によるジムカーナ
JAF公認 クローズド競技

２０２１年１０月１７日（日）
浅間台スポーツランド
〒287-0102 千葉県香取市岩部179-2
TEL：0478-75-2217 FAX：0478-75-3118

第7条
第8条

オーガナイザー
スフイア・コンペティション・クラブ（SPHERE）
競技役員
競 技 長：中村 真幸
コース委員長：赤城 康友
技術委員長 : 杉浦 誠
計時委員長 ：板倉 知子
救急委員長：板倉 武
事務局長 ：川西 義則
第9条 参加申し込みおよび参加料
1）参加申込場所（大会事務局）
〒114-0034 東京都北区上十条3-28-3 ALEX内 SPHERE事務局 宛
TEL：03-3906-6120
FAX：03-3906-6112
2）参加申込期間
2019年９月２７日（月）～2019年１０月７日（金）必着とする。
3）提出書類
所定の参加申込書、参加車両改造申告書、住所シールに必要事項を正確に記入し署
名捺印の上、参加料を同封し期間内に大会事務局まで『現金書留』または、『持参』
により申し込むこと。
※JAFライセンス所持者は、参加申込書の欄にライセンス№を記入する事。
※参加料を銀行振り込みとする場合は下記の口座まで振り込こむこと。
大東京信用組合 十条支店 普通口座 ４１３４７４８
口座名義：スフィア コンペティション クラブ（代表：潮 一則）
尚、銀行振り込みを選択した場合は振り込み書の写しを添付するか、または参加申込書最下部に振
り込み日、振り込み名義人の氏名を明記し、すみやかに上記書類一式を郵送すること。

4）参加料 （臨時会員費、入場料込み）
￥１１,０００/1名
￥９,０００/1名
（女性、学生、※10印クラスに限る。学生の場合は申し込みの際に学生証の写しを添付する事。）
《特典》：過去にジムカーナ競技会に参加経験の無い方を紹介して頂いた場合は
紹介者・被紹介者ともに上記紹介料より￥１,０００を割引する。
※：被紹介者の参加申込書の余白に紹介者の「氏名」及び「参加クラス」を記入し
てください。

5) 参加の拒否
オーガナイザーは理由を明示することなく参加を拒否する権限を有する。
その場合の参加料は、返送料および事務手数料として\1,000を差し引いて参加者に返金する。

第10条

参加申し込みに関する規定

1) 当該車両を運転できる免許を有すること。(JAFスポーツライセンスは不要)
2）同一運転者は1つの競技会では1つのクラスのみの参加とする。
3）同一車両による重複参加は３名までとする。
4) 参加受付台数は、100台を上限とする。

第11条

タイムスケジュール予定 （競技当日の状況により変更する場合がある。）

ゲートオープン
参加確認受付
公式車両検査
慣熟歩行
ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｽﾞﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ
慣熟走行（予定）

第12条 その他の事項

7：00
第1ヒート
慣熟走行終了後～
7：10～7：40
昼休み（ｺｰｽｵｰﾌﾟﾝ） 第1ヒート終了5分後より45分間
7：20～8：00
第2ヒート
第1ヒート終了60分後より
8：00～8：40
閉会式
全クラス正式結果確定10分後より
8：40～8：50
ｹﾞｰﾄｸﾛｰｽﾞﾄﾞ
表彰式終了１時間後又は、17:00
9：00～
公式通知の掲示場所： 会場に設置された掲示板とする。
ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｽﾞﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ： スタート・ゴールライン付近のコース上で行う。
慣熟歩行
： 競技会当日コース図を配布し行う。
慣熟走行
： 参加台数、天候により中止する場合が有ります。

第 13 条 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策
１） JMRC 関東ジムカーナ部会 HP の「新型コロナウイルス感染症防止に対するお願い」を守って
下さい。
２） 入場時に、非接触型体温計(または接触型体温計)にて体温測定および体調確認を行い､37.5℃
以上の 方は入場および参加をお断りします。この場合の参加料の返還は致しません｡
同伴者も同様の測定および体調確認を行います｡
３） 開催日前 2 週間以内に発熱や感冒症状で受診や服薬等をした場合は参加出来ません｡その場合
には､ 開催日前日までに事務局まで必ず連絡を頂き､受診記録または診断書等を提出して頂いた
場合にのみ､ 事務手数料として\3,000 を差し引いて参加料を後日返還致します。
４） 競技走行時､飲食時､喫煙時を除きマスクを着用して下さい｡
５） 当日はｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰとして主要箇所に手指消毒薬液を設置しますが､各自でも用意する事を推奨
します｡
６） 競技期間中はｿｰｼｬﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ(約 1.5m～2.0m)の距離を保つ事を心がけて行動して下さい｡
７） 競技会当日はオフィシャルの指示に従った行動をお願い致します｡

第 14 条
競技クラス区分
クラス

参考

参加車両

PN1

JG8

PN

PN2

JG7

排気量 1,600cc を超える２輪駆動車（ＦＦ・FR) ※1

PN3

JG6

排気量 1,600cc を超え 2,000cc 以下の後輪駆動車（FR) ※1&※２

PN4

JG5

PN1･PN2･PN3 に該当しない車両 ※1

PN5

JG13

排気量区分なし・２輪駆動車 ※3

PN6

JG12

排気量区分なし・４輪駆動車 ※3

NTF1

P･PN･N･B･SA･SAX

排気量・駆動区分
排気量 1,600cc 以下の２輪駆動車（ＦＦ・FR) ※1

排気量区分なし・前輪駆動車（1,500cc を超える VTEC･MIVTEC を除く）

NTF2

排気量区分なし・前輪駆動車

NTR1

排気量 2,000cc 以下の後輪駆動車 ※4

NTR2

排気量区分なし・後輪駆動車

NT4

排気量区分なし・４輪駆動車

S-2

排気量区分なし・２輪駆動車 （Ｓタイヤ装着可能）

ＮＳ

B

SC/D

SC・D

排気量・駆動区分なし ※5
排気量・駆動区分なし

※1 2020 年 12 月 31 日現在で､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､又は UTQG の TREAD WEAR が 240 以上(タイヤの刻印にて確認)のタイヤとする ※2 FIA/JAF 公認発
行年または JAF 登録年 2012 年 1 月 1 日以降の車両とする
※3 装着タイヤは､UTQG の TREAD WEAR が 280 以上(タイヤの刻印にて確認)のタイヤとする ※4 車両型式Ａ
Ｐ1 およびエンジン型式が変更された車両を除く
※5 詳細規定は､2021JMRC 千葉･東京ジムカーナシリーズ共通特別規則書に準拠する

第15条

賞典

1） 各クラスとも各クラス参加台数の３０％以内にて表彰及び賞典授与を行う。
2） その他特別賞を設ける場合がある。

第16条

本規則の施行および記載されていない事項、その他

1）本規則は本競技会に適用されるもので、参加受付開始と同時に有効となる。
2）車名欄に音符等の特殊記号を使用した場合は、当該部分はすべて中黒の丸に変更する。
又、１５文字を超えた場合、正式車両名での表記とする。
3）Ｂ級ライセンス取得希望者は申込書当該欄に印を付け、競技会終了後に申請書類を受け取ること。
ＳＰＨＥＲＥ大会組織委員会

