
   

２０１９ＪＭＲＣ神奈川ジムカーナシリーズ第３戦 

フレッシュマン＆ビギナーズジムカーナｉｎ富士スピードウエイ 
＜特別規則書＞ 

＜公示＞ 
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、

およびその付則、それに準拠した日本自動車連盟の国内競技規則、およびその付則、２０１９年 JMRC 関東ジムカーナシリー

ズ共通規則、２０１９年神奈川ジムカーナシリーズ共通規則、ならびに本競技会の特別規則に従いクローズド競技会として開催

される。 

 

第１条 競技会の名称 ２０１９ＪＭＲＣ神奈川ジムカーナシリーズ第３戦 

 

第２条 競技の種目 ジムカーナ競技 

 

第３条 競技格式  JAF公認クローズド競技 

 

第４条 主催者  ファクトリーイオレーシングチーム（iO） 

   〒２５４-００１９ 神奈川県平塚市西真土１－８－１８ 

 

第５条 競技役員  競技長    梅澤 高志 コース委員長 山口 晃一 

   技術委員長 梅澤 高志 計時委員長  北見 勝行 

救急委員長 岡田 祐介 事務局長   梅澤 高志 

 

第６条 開催場所  富士スピードウエイ１５番パーキング  

静岡県駿東郡小山町中日向６９４（TEL 0550−78-1234） 

 

第７条 開催月日  ２０１９年９月１５日（日） 

 

第８条 タイムスケジュール ７：３０           ゲートオープン 

８：００～１１：３０    受付 

１１：４５～１２：３５  慣熟歩行 

１２：４０～       ブリーフィング 

１３：００～       競技開始           

注）参加台数によりタイムスケジュールは変更になります。 

 

午前は本番コースと同じレイアウトの慣熟練習会を開催します。参加費別途ですので、任意

参加です。申込みも本戦とは別にお願いします。なお午後の競技会参加台数が 45 台を超

える場合、競技会参加の方は午前の練習会参加料を無料にいたします。 

 

第９条 参加資格  ２０１９年神奈川ジムカーナシリーズ共通規則書に準ずる。（関東シード選手参加可能） 

 

第１０条 参加車両  ２０１９年 JMRC関東ジムカーナシリーズ共通規則第 1章第 2条に準拠する。 

 

第１１条 クラス区分 

 

公認部門（競技ライセンス要） 
ＰＮ１  １６００ｃｃ以下の２輪駆動のＰN車両（ＦＦ・ＦＲ） 

 

ＰＮ２ １６００ｃｃを超える２輪駆動のＰN車両（ＦＦ・ＦＲ） 

 

ＰＮ３ １６００ｃｃを超え、2000cc以下の２輪駆動（ＦＲ）のＰN車両のうちFIA/JAF公認発行年、または

JAF登録年が 2012年 1月 1日以降の車両 

ＰＮ４ ＰＮ１、ＰＮ２、ＰＮ３に該当しないＰＮ車両 

 

Ｓ２ 気筒容積制限無しの２輪駆動のＢ車両 （Ｓタイヤ使用可） 

 



   
Ｓ４ 気筒容積制限無しの４輪駆動のＢ車両 （Ｓタイヤ使用可） 

 

ＮＴ-Ｋ 軽自動車のＢ車両 

 

ＮＴＦ１ 気筒容積制限無しの前輪駆動のＢ車両 （１５００ｃｃを超えるＶＴＥＣ、ＭＩＶＥＣを除く） 

 

ＮＴＦ２ 気筒容積制限無しの前輪駆動のＢ車両 

 

ＮＴＲ１ ２０００ｃｃ以下の後輪駆動のＢ車両 （車両型式 AP1を除く、及び エンジン型式が変更された車両

を除く） 

ＮＴＲ２ 気筒容積制限無しの後輪駆動のＢ車両 

 

ＮＴ４ 気筒容積制限無しの４輪駆動のＢ車両 

 

ＥＶ 原動機を電力によって駆動するＢ車両 

 

＜公認部門使用タイヤ制限＞  

タイヤ制限があるクラスは、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。) 

(1)2018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、または UTQGの TREAD WEARが 240以上(タイヤの刻印にて確認)のタイヤ。 

(2)上記(1)を満たしたタイヤで、かつタイヤ接地面にタイヤを一周する連続した複数の縦溝を有してる事。 

(3)上記(2)の溝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。 

 

 

神クラス公認部門（競技ライセンス要） 
神ＰＮ１  １６００ｃｃ以下の２輪駆動のＰN車両（ＦＦ・ＦＲ） 

 

神ＰＮ２ １６００ｃｃを超える２輪駆動のＰN車両（ＦＦ・ＦＲ） 

 

神ＰＮ３ １６００ｃｃを超え、2000cc以下の２輪駆動（ＦＲ）のＰN車両のうちFIA/JAF公認発行年、または

JAF登録年が 2012年 1月 1日以降の車両 

神ＰＮ４ ＰＮ１、ＰＮ２、ＰＮ３に該当しないＰＮ車両 

 

神ＮＴ-Ｋ 軽自動車のＢ車両 

 

神ＮＴＦ１ 気筒容積制限無しの前輪駆動のＢ車両（１５００ｃｃを超えるＶＴＥＣ、ＭＩＶＥＣを除く） 

 

神ＮＴＦ２ 気筒容積制限無しの前輪駆動のＢ車両 

 

神ＮＴＲ１ ２０００ｃｃ以下の後輪駆動のＢ車両（車両型式 AP1 を除く、及び エンジン型式が変更された車両

を除く） 

神ＮＴＲ２ 気筒容積制限無しの後輪駆動のＢ車両 

 

神ＮＴ４ 気筒容積制限無しの４輪駆動のＢ車両 

 

＜神クラス公認部門使用タイヤ制限＞  
タイヤ制限があるクラスは、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。) 

(1)2018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、または UTQGの TREAD WEARが 240以上(タイヤの刻印にて確認)のタイヤ。 

(2)上記(1)を満たしたタイヤで、かつタイヤ接地面にタイヤを一周する連続した複数の縦溝を有してる事。 

(3)上記(2)の溝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。 

（4）イン側、アウト側非対称のパターンのタイヤの使用を禁止します。 

 

 

 



   

クローズド部門（競技ライセンス不要） 

LB 気筒容積制限無し、駆動制限無し、タイヤ規制無しの女性運転のＢ車両 

 

ＣＬ１ 駆動制限無し、タイヤ規制無しの１６００ｃｃ以下のＢ車両 

 

ＣＬ２ タイヤ規制無しの１６００ｃｃを超える２輪駆動のＢ車両 

 

ＣＬ３ 

 

タイヤ規制無しの１６００ｃｃを超える４輪駆動のＢ車両 

ＳＴ タイヤ規制無しの学生限定クラス（トリプルエントリー可） 

駆動制限無し、排気量制限無しのＢ車両、ナンバー無し（ＳＣ車両等）も可 

※第３戦ファクトリーイオラウンド限定特設クローズドクラス 

ノーサイド  

 

気筒容積制限無し、駆動制限無し、タイヤ制限無しのＢ車両 

走行中サイドブレーキ使用によるテールスライド不可 

ビギナー 

 

気筒容積制限無し、駆動制限無し、タイヤ制限無しのＢ車両 

参加制限：ジムカーナ歴 5年以内のドライバーのみ 

ＰＮ２-280 気筒容積制限無し、使用タイヤ制限有りの２輪駆動PN車両 

UTQGのTREAD WEARが280以上(タイヤの刻印にて確認)のタイヤ、もしくは純正タイヤ装着車 

ＰＮ４-280 気筒容積制限無し、使用タイヤ制限有りの４輪駆動PN車両 

UTQGのTREAD WEARが280以上(タイヤの刻印にて確認)のタイヤ、もしくは純正タイヤ装着車 

裏ビツク 気筒容積制限無し、駆動制限無し、タイヤ制限無しのＢ車両 

 

 

お申し込み頂いたクラスが参加少数（１～２台）の場合、規定が合致する他のクラスに参加を変更することが出来ます。

少数の場合はファクトリーイオからご連絡を差し上げますのでその際はご検討いただければと思います。 

 

第１２条 参加料  公認部門（クローズドクラス以外） １２，０００円 

※ＪＭＲＣ割引適用します。（Ｃ地区以外も含みます） 対象者は申込書に加入しているチーム

の「チーム印」を必ず直接捺印して提出してください。 1,000円引きになります。シール等に

捺印したものを貼り付けた場合は対象外となります。 

 

   クローズド部門              １０，０００円 

 

                                              クローズド部門イオ特設クラス（ノーサイド、ビギナー、PN2-280、PN4-280、裏ビツク） 

                                                9,000円 

 

                       クローズド部門STクラス        8,000円 

    

第１３条 参加申込み ＪＭＲＣ関東共通申込書、改造申告書各１枚に必要項目を記入し、 

署名、捺印の上参加料と共に現金書留、もしくは持参、 

または参加料を銀行振り込みの上書類を郵送して下さい。 

 

【振込先】楽天銀行 ピアノ支店 店番号212 普通5015401 ファクトリーイオ ウメザワタカシ 

【郵送先】〒254-0019 神奈川県平塚市西真土 1-8-18 ファクトリーイオ内 

神奈川県ジムカーナ事務局（TEL0463-73-8622 FAX0463-73-8623） 

【受付期間】２０１９年８月１５日（木）〜９月５日（木） 

 

第１４条 賞典  ２０１９年JMRC関東ジムカーナシリーズ共通規則第13章、第27条に準拠する。 

 

第１５条 付則  ・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、及び 

２０１９年ＪＭＲＣ関東ジムカーナシリーズ共通規則、２０１９年神奈川ジムカーナシリーズ共通

規則に準拠する。 

   ・クローズドクラスに於けるオープンカーのロールバーは主催者にご相談下さい。 

 

第１６条  本規則の施行 本規則は当該競技会に於いて適応する物であり。参加申込みと共に有効となります。 

 



   

ファクトリーイオ神奈川戦前 午前ジムカーナ練習会のご案内 
 

※開催日 ：     ２０１９年9月15日(日) 

 

※場所 ：      富士スピードウエイ１５番パーキング 

 

※参加費 ：    午後の競技会参加者／３０００円        練習会習会のみの参加者／５０００円 

 

※参加車両 ：  ２０１９年ＪＭＲＣ関東ジムカーナシリーズ共通規則第１章第２条に準拠する。 

1台の車両での重複参加は2名までとします。 

尚ST（学生）クラス参加の方はトリプルエントリーまで可とします。 

 

※服装 ：      ヘルメット、手足の肌が露出しない服装と靴、レーシンググローブ 

 

※その他 ：     午後の競技会に参加しない方も参加出来ます。 

受付時刻に間に合わなかった場合でも走行は可能ですが、スタートに間に合わなかった場合は、そのヒートは無

効とさせていただきます。 

参加台数によっては、走行本数が制限される場合がありますがご了承ください。 

午後の競技会参加台数が45台を超える場合は、競技会参加の方の練習会参加料は無料にいたします。 

 

注）「神奈川戦お隣練習会」申込みはこの用紙でなく、ファクトリーイオホームページよりお申し込みください。 

 

※申込期間 ：  開催日の３日前（木曜日）ごろまで 

 

※申込み方法： (1)下記申込書に記入捺印し、参加費と一緒に現金書留にて郵送 

(2)下記申込書に記入捺印し郵送、参加費は別途指定口座に振り込み 

(3)申込書、参加費を事務局へ持参 

 

※申込み・問い合わせ先  〒２５４-００１９ 神奈川県平塚市西真土１－８－１８ ファクトリーイオ 

TEL0463-73-8622 FAX0463-73-8623 

Mail:t-umezawa@io-info.link 

 

※振り込み先    楽天銀行 ピアノ支店 店番号212 普通5015401 ファクトリーイオ ウメザワタカシ 

 

※当日タイムスケジュール    受付/７：30～ 

コースオープン：８：3０～9:10 

ブリーフィング：9:15～9:30 

走行：９：30～１１：３０         注）タイムスケジュールは参加台数により変更になります。 

-----------------------------------------------------キリトリ-------------------------------------------------------- 

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、決して主催者及び役員、

係員、会場所有者などに対して非難し、また責任を追及したり、損害賠償を要求したりしないことを誓約します。尚、このことは事

故が主催団体、または関係役員の手違いなどに起因した場合であっても変わりありません。 

 

フリカナ 

男  女 

走行車両 

氏名 

型式 

フリカナ  電話 

住所 〒 重複参加          無            有 

有の場合、重複参加者氏名 

参加費 

(郵送)             （振り込み）             （持参） 

競技会参加 

有                       無 

 


