
2010 年 JAF 全日本ジムカーナ選手権第１戦 ／ ハイスピードジムカーナ in 備北 
   

特別規則 
第 1 条 競技会の定義および組織 

2010年 JAF全日本ジムカーナ選手権第１戦「ハイスピードジムカーナ in 

備北」は、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）の国際モータースポーツ競技規則に準拠した

JAF の国内競技規則とその付則、2010 年日本ジムカーナ／ダートトライ

アル選手権規定、2010 年全日本ジムカーナ／ダートトライアル選手権統

一規則、スピード行事競技開催規定および本競技会特別規則に従い国内

競技として開催される。 

第 2 条 競技会の名称 

2010 年 JAF 全日本ジムカーナ選手権第１戦 

ハイスピードジムカーナ in 備北 

第 3 条 競技種目 

ジムカーナ 

第 4 条 競技の格式 

JAF 公認：国内競技、JAF 公認番号：2010 年 4005 号 

第 5 条 開催日程 

2010 年 3 月 27 日（土）～28 日（日）2日間 

第 6 条 競技会開催場所 

名 称：備北サーキット（コース公認№2010-Ⅰ-3302） 

所 在 地 ：岡山県新見市豊永佐伏字焼見堂 TEL：（0867）74－2918 
第７条 オーガナイザー等 

名 称 ：チェリッシュモータースポーツクラブ（T.CHERISH）

所 在 地 ：〒710-0145 倉敷市福江 533-6  

代表者名：田口盛一郎 

名 称 ：ラリークラブ米子（ＲＣＹ） 

所 在 地 ：〒706-0001 玉野市田井 4-3-23 ファミール C206 

代表者名：小西 努 

名 称 ：鷲羽モータリストクラブ（WASHU） 

所 在 地 ：〒712-8014 倉敷市連島中央 4-4-30 

代表者名：石原 一正 

第８条 大会役員 

大会名誉会長：石垣 正夫（新見市市長） 

大会会長  ：生田 延夫（備北サーキット代表・㈲いくた代表取締役） 

第９条 組織委員会 

組織委員長：藤田 直廣 

組織委員  ：小西 努 

組織委員  ：田口盛一郎 

第１０条 競技会主要役員 

 １）競技会審査委員会 

   競技会審査委員長：石田 正博（JAF 派遣） 

   競技会審査委員  ：三重野正治（JAF 派遣) 

   競技会審査委員  ：岩根 つもる（組織委員会任命） 

 ２）競技役員 

   競技長     ：小西 努 

   副競技長    ：貞井 隆司 

   コース委員長  ：原  博史 

   計時委員長   ：小野 守 

   技術委員長   ：中村 公彦 

   パドック委員長 ：福原 吉武 

   救急委員長   ：坂下 勝 

   医師団長    ：上田 稔 

   事務局長    ：田口盛一郎 

   事務局次長   ：原野 雅子 

 

第１１条 参加申込場所および参加費用 

１） 参加申込場所および問い合わせ先（大会事務局） 

所在地：〒710-0145 岡山県倉敷市福江 533-6 

    チェリッシュモータースポーツクラブ内 

担当者：田口盛一郎 

TEL：086-485-1866 FAX：086-485-1867 

Ｅ-mail：msc@cherish.co.jp 

２） 参加受付期間 

受付開始：2010 年 2 月 15 日（月） 

締切日 ：2010 年 3 月 1 日（月） 

３） 提出書類 

所定の参加申込書、改造申告書、選手紹介書、参加料明細書に必要事

を記入し、署名のうえ以下の参加料を添えて参加受付期間内に上記ま

で申し込むこと。 

ただし、銀行振込を利用する場合、下記の指定銀行口座に入金後、上

記申込先に参加申込書等を送付すること。 

なお、複数名分まとめて入金した場合は参加申込書等も同時に送付す

ること。 

 

 

【銀行振込み用口座】 

水島信用金庫  広江支店  店番号 013 

口座番号：０１２１０７１ 

口座名義：チェリッシュ全日本ジムカーナ事務局 

     代表 田口 盛一郎 

４） 参加料 

参加料：37,000 円（サービス員 1 名分含む） 

５） その他（参加・登録する場合は参加料明細書に記入すること） 

①サービス員登録料 ：2,000 円（申込書にて氏名登録すること） 

②サービスカー登録料：3,000 円 

 注：サービスカー駐車スペースとして競技車両１台分（約 2.5m×5m） 

   のスペースを確保する。 

③競技車両積載車  ：無料（有・無を参加料明細書に記入すること） 

④公開練習走行は公式競技ではなく、参加は任意。 

 スケジュール等の詳細はインフォメーション参照の事。 

⑤国内競技規則 4-19 に従い参加を拒否した場合は、事務手数料とし

て 1,000 円を差し引き参加費用を返金する。 

第１２条 サービス員およびサービスカー 

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は登録を必

要とする。 

登録したサービスカーはパドック内のオーガナイザーが指定した駐車スペ

ースに駐車すること。 

なお、競技車両積載車はサービスカーとしての登録はできない。 

第１３条 競技のタイムスケジュール 

 《27 日（土）》 

 ・ゲートオープン    6：00 

 ・公式参加受付 A   12：00～14：45 

 ・公式車検 A   12：15～15：00 

 ・車両保管   16：30～翌 6：00 

 《28 日（日）》 

 ・ゲートオープン    6：00 

 ・公式参加受付 B/参加確認受付   6：20～6：50 

 ・公式車検 B/持出車両車検   6：25～7：20 

 ・慣熟歩行    7：00～7：40 

 ・開会式／ドライバーズブリーフィング 

        7：50～8：15 

 ・第１ヒート開始     8：30 

 ・慣熟歩行    第１ヒート終了後 30 分間 

 ・パドックウォーク（ギャラリー）第１ヒート終了  20 分後～50 分後 

 ・第２ヒート開始    第１ヒート終了  65 分後 

 ・表彰式および閉会式   16：10～（予定） 

第１４条 競技の参加制限 

最大参加台数は 160 台とする。 

第１５条 慣熟歩行 

 慣熟歩行は、歩行にてタイムスケジュールに従って行う。 

第１６条 計時 

 計測は、自動計測機器にて 1/1000 秒以上まで計測し、その計測結果を成 

績とする。 

万一自動計測機器の故障が発生した場合に限り、個別の独立した自動計測 

機器のタイムを成績とする。 

第１７条 賞典 

 全部門・全クラス１位～3位   JAF 楯、副賞 

         １位～6位   ｵｰｶﾞﾅｲｽﾞ盾.副賞 

   *但し、ｵｰｶﾞﾅｲｽﾞ賞は各ｸﾗｽ参加台数の 60％を超えないものとする 

第１８条 損害の補償 

１） 参加者・競技運転者は参加車両および付属品の損害、盗難、紛失等の

被害および会場施設、器物を破損させた場合の補償など、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（ヘルパーも含む）・ゲスト等は、

JAF およ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

されていることを了承しなければいけない。すなわち大会役員・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・観客・大会関係者等の死亡、負傷、車両の損害に対して一切の損

害賠償責任を負わないものとする。 

第１９条 その他の事項 

 その他の事項は、2010 年日本ジムカーナ/ダートトライアル選手権規定に 

準ずる。 

                         

大会組織委員会 


