2022
JMRC関東チャンピオンシリーズ･第7戦
JMRC千葉･東京ジムカーナシリーズ･第5戦
T1P&SPHEREスーパースラロームinつくるまサーキット
＜ＪＡＦ公認№2022-1329＞

特 別 規 則 書
開催日 ： 2022年 8月 7日（日）
開催場所 ： つくるまサーキット
格

式 ： ＪＡＦ公認・地方競技(クローズド競技併設)
種

目 ： ジムカーナ
オーガナイザー

チーム・ワン・ポイント
（Ｔ1Ｐ）
共催クラブ

スフィア･コンペティション･クラブ(SPHERE)

第１条

公示／競技会の定義および組織
本競技会は、一般社団法人日本自動車連盟（ＪＡＦ）の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ＪＡＦ国内競技規則とその細則、スピード行事競技開催規定
および2022JMRC関東ジムカーナシリーズ共通規則および2022JMRC千葉・東京ジムカーナシリーズ
共通規則および本競技会特別規則に従い地方競技（クローズド競技併設）として開催される。

第２条

競技会の名称/格式

2022ＪＭＲＣ関東チャンピオンシリーズ第7戦 (地方格式)
ＪＭＲＣ千葉・東京ジムカーナシリーズ第5戦 (クローズド格式)
T1P&SPHEREスーパースラロームinつくるまサーキット

第３条

競技種目

ジムカーナ

第４条

競技の格式

ＪＡＦ公認：地方競技（ＪＡＦ公認№2022-1329）／クローズド競技併設

第５条

開催日程

2022年 8月 7日（日）

第６条

開催場所

つくるまサーキット那須（コース公認№2022-Ⅰ- 0905）
〒325-0107 栃木県那須塩原市高林259-1
ＴＥＬ 0287-68-0345 ＦＡＸ 0287-68-0309

第７条

オーガナイザー

チーム・ワン・ポイント（Ｔ１Ｐ）
代表者 ： 鎌田 耕造
〒341-0003 埼玉県三郷市彦成３－１０－１０－３１０
ＴＥＬ & ＦＡＸ ０４８－９５０－１５１０
スフィア･コンペティション･クラブ（ＳＰＨＥＲＥ）
代表者 ： 潮 一則
〒114-0034 東京都北区上十条３－２８－３
ＴＥＬ ０３－３９０６－６１１１

共催クラブ

第８条
第９条

組織委員長 ： 鎌田 耕造 (T1P)
組織委員
： 中村 真幸 (SPHERE) ／ 竹之内 光夫 （T1P)

組織委員会
競技会主要役員
１） 競技会審査委員会
２） 競技役員

第10条
１）

２）
３）

４）

審査委員長 ：
競技長
：
コース委員長 ：
計時委員長 ：

後藤 和弘 (KSC)
中村 真幸 (SPHERE)
板倉 武 (SPHERE)
島田 友貴 (WAKO'S)

審査委員
技術委員長
救急委員長
事務局長

：
：
：
：

亀井 俊樹 (CI)
植村 隆治 (WAKO'S)
高橋 真二 (T1P)
鎌田 耕造 (T1P)

参加申込および参加料
参加申込場所および問合せ先（大会事務局）
〒341-0003 埼玉県三郷市彦成3-10-10-310 鎌田内 チーム・ワン・ポイント事務局
Ｅ-ｍａｉｌ：kozo-kamata@cure.ocn.ne.jp
ＴＥＬ＆ＦＡＸ ０４８-９５０-１５１０
参加申込受付期間および締切日 2022年7月18日（月）～2022年7月28日（木）必着とする。
提出書類： 所定の参加申込書・車両申告書・住所シール等に必要事項を正確に記入し、署名捺印の上、
参加料を添えて参加申込受付期間内に大会事務局まで申し込む事。
※参加料を銀行振込にする場合は、下記大会事務局の口座に振り込む事。
埼玉りそな銀行／三郷支店／普通 ４３３０８７２
チーム ワン ポイント 代表 鎌田耕造 （クラブ名のみの記入でＯＫです）
受理書の送付をＥメールで受取れる場合は､事前に事務局まで希望のメールを送って下さい｡
ただしＪＭＲＣ関東加入クラブに所属し2022
公認部門：￥１３,０００／１名（入場料込）
参加料
JMRC関東ジムカーナシリーズ共通規則第6条および第10条を満たしている者は￥１,０００を割引する。

クローズド部門：男性￥１１,０００／１名（臨時会員費･入場料込）
クローズド部門：女性および学生￥９,０００／１名（臨時会員費･入場料込）
（学生の場合は､参加申込時に学生証のコピーを添付した場合に限る）
【クローズド部門特典】 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､
紹介者･被紹介者ともに上記参加料から￥1,000を割引します｡
※被紹介者の参加申込書の余白に「紹介者」および「参加クラス」を
記載して頂いた場合に限ります｡
第11条

参加申込に関する規定
１） 公認部門への参加者は､2022JAF競技運転者許可証BまたはAの所持者に限る｡
クローズド部門への参加者は､当該車両を運転出来る免許証保持者とする｡(JAFライセンス不要)
２） 同一運転者は１つの競技会で１つのクラスのみ参加できる。
３） 同一車両による重複参加は､公認部門は同一クラス限り２名まで認められる。
クローズド部門の同一車両による重複参加は､NS又はNSATを除き同一クラスを含み３名まで認められる。

第12条

サービス員・サービスカー・積載車両・予備スペースの登録
１） サービス員（見学者含む）の登録は､正式参加受理書と一緒に送付する同行者登録用紙に記載した
登録者に限り認められる｡競技会当日の会場入口にて入場料￥５００／１名を必要とする。
２） サービスカー・積載車両等の登録は必要としないが、競技会当日の会場入口にて駐車料￥５００／１台を
支払い、指定された場所に駐車する事。ただし、ＳＡＸ・ＳＣ・Ｄ車両の積載車両は無料とする。
尚、予備スペースの登録および申請は受付けない。

第13条

第14条

タイムスケジュール

（競技会当日の状況により変更する場合は公式通知にて発表する）

ゲートオープン

６：３０～

第１ヒート

９：００～

参加確認受付

６：３０～ ７：１５

慣熟歩行（昼休み）

第１ヒート終了５分後より４５分間

公式車両検査

６：４５～ ７：３０

第２ヒート

第１ヒート終了６０分後より

慣熟歩行

７：３０～ ８：３０

表彰式（閉会式）

全クラス正式結果確定１０分後より

ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｽﾞﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ

８：３５～ ８：４５

ゲートクローズド

表彰式終了より１時間後

その他の事項
１） 公式通知の掲示場所 ： 正式参加受理書に同封の会場施設図に記載した掲示板①および②とする。
２） ドライバーズブリーフィング ： 各自の車両側に待機して場内アナウンスにて行う。
３） 慣熟歩行 ： 競技会当日にコース図を配布し慣熟歩行を行う。

第15条

競技クラス区分
【公認部門】

2022JMRC関東ジムカーナシリーズ共通規則のP7のシリーズ規定2.JMRC関東
チャンピオンシリーズ・クラス区分(タイヤ規制含む)に準拠する｡

【クローズド部門】

2022JMRC千葉・東京ジムカーナシリーズ共通特別規則書の第1章第3条(1)(2)
(タイヤ規制含む)に準拠する｡

第16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｡
同行者も同様の測定および体調確認を行い､37.5℃以上の場合は入場をお断りします｡
３） 開催日前1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） 受理書に同封する同行者登録用紙および免許証､ライセンス､JMRCスポーツ保険または有効な
生命保険のコピーを会場入場時に必ず提出して頂く事により､参加確認受付と致します｡
ただし、クローズド部門の参加者はJMRCスポーツ保険等の加入は任意とするが、強く推奨する。
８） 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17条

本規則の施行ならびに記載されていない事項
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） 本規則に記載されていない事項については、ＪＡＦ国内競技規則とその付則、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） 本規則書の発行後、ＪＡＦにおいて決定された事項は、すべて本規則に優先する。
チーム・ワン・ポイント&スフィア･コンペティション･クラブ 組織委員会

公認部門／クローズド部門の参加クラス区分

クラス
PN1
PN2
PN3
PN4
PN5
PN6
PN7
NTF1
NTF2
NTR1
NTR2
NT4
S2
S4
※２
①

②

※３

【公認部門】ＪＭＲＣ関東チャンピオンシリーズ競技クラス区分
気筒容積(cc)・駆動方式
参考
参加車両
1,600ｃｃ以下の２輪駆動車（ＦＦ・ＦＲ）
ＪＧ8
1,600ｃｃを超える２輪駆動車（ＦＦ・ＦＲ）
ＪＧ7
1,600ｃｃを超え2,000cc以下の２輪駆動車（FR）
※２
ＪＧ6
のPN車両のうち、FIA/JAF公認発行年､又は
PＮ車両 JAF登録年が2012年1月1日以降の車両
PN1・PN2・PN3に該当しない車両
ＪＧ5
気筒容積制限なしの４輪駆動車
ＪＧ12
2,000ｃｃを超える２輪駆動（ＦＦ･ＦＲ）のＰＮ車両
※３
ＪＧ13
2,000ｃｃ以下の２輪駆動車（ＦＦ・ＦＲ）
ＪＧ14
気筒容積制限なしの前輪駆動車
ただし1,500ｃｃを超えるVTEC、MIVECエンジン搭載車を除く
気筒容積制限なしの前輪駆動車
2,000cc以下の後輪駆動車で、車両型式AP1及び
※２
Ｂ車両
エンジン型式が変更された車両を除く
ＳＡＸ車両
気筒容積制限なしの後輪駆動車
気筒容積制限なしの４輪駆動車
気筒容積制限なしの２輪駆動車
気筒容積制限なしの４輪駆動車
の記号があるクラスは、以下のタイヤ規制を適用する。
（参加者がカタログ等で証明する事。）
2020年12月31日以降で、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200以上（タイヤの刻印にて確認）のタイヤ｡
タイヤの溝深さはトレッドウェアインジケータ（スリップサイン）が出るまで
維持されている事｡
（複数のTREAD WEARがあるタイヤは同一パターンでも違うコンパウンドと解釈します）
の記号があるクラスは、以下のタイヤ規制を適用する。
UTQGのTREAD WEARが280以上（タイヤの刻印にて確認）のタイヤ｡

【クローズド部門】JMRC千葉・東京ジムカーナシリーズ競技クラス区分
排気量・駆動区分
クラス
参考
参加車両
排気量1,600cc以下の２輪駆動車（ＦＦ・FR) ※1
PN1
JG8
排気量1,600ccを超える２輪駆動車（ＦＦ・FR) ※1
PN2
JG7
排気量1,600ccを超え2,000cc以下の後輪駆動車（FR) ※1&※２
PN3
JG6
PN
PN1･PN2･PN3に該当しない車両 ※1
PN4
JG5
排気量区分なし・４輪駆動車 ※3
PN5
JG12
排気量2,000ccを超える2輪駆動車 ※３
PN6
JG13
排気量2,000cc以下の2輪駆動車 ※３
PN7
JG14
排気量区分なし・前輪駆動車 ※1
NTF2
排気量区分なし・後輪駆動車 ※１
NTR2
B
排気量区分なし・４輪駆動車 ※１
NT4
排気量・駆動区分なし ※1
ＮＳ
排気量・駆動区分無しのＡＴ車両 ※1
ＮＳＡＴ
SC・D
排気量・駆動区分なし
SC/D
※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200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 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

《前日練習会のご案内》
2022JMRC関東チャンピオンシリーズ ･第7戦
2022JMRC千葉･東京ジムカーナシリーズ ･第5戦
２０２２年度！ジムカーナ・ドライバーの皆様！私共T1P&SPHERE主催のJMRC関東チャンピオンシリーズ・第7戦
JMRC千葉・東京ジムカーナシリーズ・第5戦の＜前日練習会＞のご案内をさせて頂きます｡
ご参加を頂けます様チーム員一同､心よりお待ち申し上げます｡
＜開催日＞

2022年 8月 6日（土）

＜参加料＞

１名＝￥９,０００（入場料込み）

＜参加台数＞

原則として１２０台までとする。（先着順で事務処理し､同日到着分まで受付ける）

＜タイムスケジュール＞

＜開催場所＞ つくるまサーキット

原則としてゼッケン順の走行となります。

ゲートオープン

ＡＭ ７：００～ ※体温測定と受理書の確認を致します｡

参加確認受付

ＡＭ ７：００～ＡＭ ７：３０

慣熟歩行

ＡＭ ７：３０～ＡＭ ８：３０

ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｽﾞ･ﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ

ＡＭ ８：４０～ＡＭ ８：５０

午前走行時間

ＡＭ ９：００～ＰＭ１２：００

お昼休み

ＰＭ１２：００～ＰＭ １：００

午後走行時間

ＰＭ １：００～ＰＭ ３：００

会場退出時間

ＰＭ ３：３０ 時間厳守の事

下記、参加申込書に必要事項を記入の上、競技会参加申込と同時に大会事務局までお申込ください。
キ

リ

ト

リ

※参加シリーズに☑して下さい

２０２２ 年

2022JMRC関東チャンピオンシリーズ･第7戦
2022JMRC千葉･東京ジムカーナシリーズ･第5戦
氏

名

住

所

Rh+

月

日 記入

《前日練習会》参加申込書

血 液 型
Rh-

ＴＥＬ

〒

参加クラス

重複参加

有 ・ 無

重複参加者名

私は本練習会参加にあたり、関連して起こった死亡、負傷、その他の事故で私自身の受けた損害について
けっしてＪＡＦおよびオーガナイザー、役員、係員、雇用者、会場所有者等に対して、非難したり責任を追求
したり、また損害賠償を要求したりしない事を誓約致します。尚、この事は事故がオーガナイザーまたは前記
関係役員等の手違い等に起因した場合であっても変わりありません。
又、ドライバーおよび参加車両は、本練習会における注意事項の遵守およびコースの走行に対して適格で
ある事を誓約致します。

