
２２００２２１１年年ＪＪＡＡＦＦ北北海海道道ダダーートトトトラライイアアルル選選手手権権第第２２戦戦                                                                      開 催 日   ２０２１年４月２5日（日）    

２２００２２１１年年 JJMMRRCC 北北海海道道WWiinnmmaaXX ダダーートトトトラライイアアルルシシリリーーズズ第第２２戦戦                                                      会 場  オートスポーツランドスナガワダートコース                      

２２００２２１１年年 JJMMRRCC オオーールルススタターー選選抜抜第第２２戦戦                                                                                  オ ー ガ ナ イ ザ ー  カースポーツクラブコクピット（Ｃ.Ｓ.Ｃ.Ｃ.）  

ココククピピッットトチチャャレレンンジジダダーートト                                                                                                    ＪＡＦ公認準国内競技（クローズド競技併設）公認番号/2021‐8502 

特 別 規 則 書   （草案）                         

公 示 

本競技会は、一般社団法人日本自動車連盟（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

技規則およびその付則、ＪＡＦ国内競技規則およびその細則、２０21 年日本ｼﾞﾑｶｰﾅ／ダートトライアル選手権規定、

並び「ＪＡＦ北海道地域クラブ協議会」（以下ＪＭＲＣ北海道）JMRC 北海道ダートトライアルシリーズ統一規則並びに本

規則に従って準国内競技として開催される（クローズド競技併催）。 

 

第１条  競技会名称   2021年JAF北海道 ダートトライアル選手権 第2戦 

                2021年JMRC北海道WinmaXダートトライアルシリーズ 第2戦 

2021年ＪMRCオールスター選抜第2戦 

コクピットチャレンジダート 

 

第２条   格式 ＪＡＦ公認 準国内競技（クローズド競技併設）2021‐8502（公認日〇／〇） 

 

第３条   競技種目     スピード競技（ダートトライアル） 

 

第４条   オーガナイザー   カースポーツクラブコクピット（Ｃ.Ｓ.Ｃ.Ｃ.）                                           

    003-0876 札幌市白石区東米里２０８１－８９ 

ガレージコクピット内 Ｃ.Ｓ.Ｃ.Ｃ.大会事務局 石川 和男 宛 

ＴＥＬ＆ＦＡＸ ０１１－８７３－２０７２ 携帯 ０９０－３１１１－９３０６ 

第５条  開催日 (変更)     2021年4月25日（日） 

第６条  開催場所     オートスポーツランドスナガワダートコース 

           所在地 ： 砂川市 オアシス 

第７条  組織委員会    組織委員長 石川和男  組織委員 古川晶一  組織委員 今野 恒輝 

第８条  大会審査委員会 審査委員長   菅野久夫(ブレイン)   審査委員   永井真（チボー）            

第９条  大会競技役員   競技 長        石川和男      コース委員長    山田昌明 

計時委員長        今野恒輝      技術委員 長    清水英樹 

  事務 局長        石川和男      救急委員 長    古川晶一 

第１０条  クラス区分 

 （ＪＡＦ北海道選手権） ＜JMRC北海道チャンピオンクラス＞ 

スピードP・N・B・SA・SAX・SC・PN・AE車両 

FF-1      クラス  ：  気筒容積1600ｃｃ以下の2輪駆動のＰ・PN・Ｎ・Ｂ・ＳＡ・SAX・SC車両および 

2輪駆動のAE車両 

（＊AE車両を除き、2000年（平成12年）10月以降、初年度登録された車両とする。） 

FF-2/4WD-1 クラス  ：  FF-1クラスに該当しない2輪駆動のＰ・PN・N・B・SA・SAX・SC車両 および 

      気筒容積 1600cc以下の4輪駆動のＰ・PN・N・B・SA・SAX・SC車両 と4輪駆動の

AE車両 

    RWD       クラス  ：  後輪駆動のＰ・PN・N・B・SA・SAX・SC車両 

４WD ‐２   クラス  ：  気筒容積1600ccを超える４輪駆動のＰ・PN・N・SA・SAX・SC車両 

D        クラス     区分なしのD車両 

＜ＪＭＲＣ北海道ジュニアクラス＞ 

スピードＰ・PN・N・B・SA・SAX・SC・AE車両 （ＪＭＲＣ北海道シリーズ）  

ＡＴ １  クラス   ：  マニュアルミッション以外の２輪駆動のＰ・PN・N・SA・SAX・B・ AE車両 

ＡＴ ２  クラス   ：  マニュアルミッション以外の４輪駆動のＰ・PN・N・SA・SAX・B・AE車両 

スピードＰ・PN・N・B・SA・SAX・SC・AE車両 （ＪＭＲＣ北海道シリーズ） 

Ｊ １   クラス    ：  ２輪駆動のＰ・PN・N・B・SA・SAX・SC・AE車両 

Ｊ ２   クラス    ：  ４輪駆動のＰ・PN・N・B・SA・SAX・SC・AE車両    

＜ｸクローズド部門クラス＞シリーズ戦外クラス 

Ｆ ＨＵ  （道学連クラス）    ： 車両区分排気量区分無し 

Ｆ     （一般ｸﾛｰｽﾞﾄ゙ｸﾗｽ） ： 車両区分排気量区分無し 

 外     （賞典外クラス）     ： 車両区分排気量区分無し 

第１１条   参加車両 

１）本競技会に参加が認められる車両は、当該年ＪＡＦ国内競技車両規則第３編、スピード車両規定に定めるＰ車両・

ＰＮ車両・Ｎ車両・ＳＡ車両・ＳＣ車両・Ｄ車両・Ｂ車両・ＡＥ車両・ＳＡＸ車両以上各車両規定に適合した車両とす

る。 

第１２条   参加資格 

１）当該車両を運転する事が出来る運転免許証と、ＪＡＦ発給の当該年度有効の国内競技運転者許可証Ｂ級以上を

所持していること。但し競技運転者は参加者を兼ねる事ができる。 

２）同一車両による重複参加は２名までとする。ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼﾘー ｽﾞｸﾗｽ以外は制限されない。 

３） ２０才未満の運転者は、参加申し込みに際し親権者の承諾書を提出すること。 

４） クローズドクラスは当該クラブ員(一次)で有効な自動車免許証を所持していること。 

第１３条   参加台数 

１00台迄（100台になり次第締め切る） 

第１４条   参加料（１名に付き） 

チャンピオンシリーズクラス                     １４，０００ 円  （18000円） 

ジュニアシリーズクラス                        １３，０００ 円  （17000円） 

クローズド部門 道学連クラス        （F-HU）           7，０００ 円  （8000 円） 

クローズド部門 (一般) クラス         (Ｆ）          ８，０００ 円  （9000 円） 

賞典外クラス      1名に付                    ８，０００ 円  （9000 円） 

＊但しＪＭＲＣ北海道に加盟するクラブ団体の構成員である事が当日ライセンス裏に捺印された登録印に 

よって確認できる事で( )内金額から3000円差引かれた参加料となる。（賞典外・クローズドは除く） 

＊ 参加者がＪＭＲＣ互助会会員であることを競技会当日加入証等により提示確認出来る事、又はJMRC北 

海道を加入団体とするスポーツ安全保険加入者で加入証等で確認できることで( )内金額から1000円差引 

かれた参加料となる。 

＊ 学生参加料についてＪＭＲＣ北海道ＷinmaXダートトライアルシリーズ統一規則付則に適合し対応する。  

第１５条   参加申し込み 

 １）参加申し込み締め切り (変更)    2021年 4月12日～4月20日迄必着 

 ２）参加申し込み方法   参加申込書に必要事項を記入の下記の何れかで申し込み下さい 

①振り込みの場合 申込書を郵送または、E-melに添付し申し込む     Mail：cscc01024@yahoo.co.jp 

JNB ジャパンネット銀行 ビジネス営業部―005 普通-3277124 口座名 ｶｰｽﾎﾟー ﾂｸﾗﾌﾞｺｸﾋﾟｯﾄ ｲｼｶﾜｶｽﾞｵ 

      ②現金書留で申し込む→第4条 大会事務局へ郵送。 

３） オーガナイザーは、理由を明示すること無く参加を拒否する権限を有する。（この場合参加料は、手数料を 

引いて返還する） 

４） 締め切りはオーガナイザーの都合で延期することがある。 

５） 参加受理票は発行しません。（競技会前にＪＭＲＣ北海道ＨＰにて掲示される） 

第１６条   タイムスケジュール 

ゲ-ト オ-プン       ＡＭ ０７：３０ 

公式受付         ＡＭ ０８：００～０８：３０ 

公式車検         ＡＭ ０８：００～０８：４０ 

コース慣熟歩行     ＡＭ ０８：４０～０９：４０  予定 

ブリーフィング      ＡＭ ０９：４５        予定 

競技開始         ＡＭ １０：００ スタート  予定 

第１７条   賞典 

各クラス １位～３位 トロフィーｏｒ盾・ＪＡＦメダル（クローズド･賞典外を除く） 

副賞４位以下トロフィーｏｒ盾・副賞（当該クラス参加申し込みの３０％を下回らない範囲とする）（賞典外を除く） 

第１８条 ゼッケン番号  

オーガナイザーにて決定し、これに対する抗議は一切受け付けない。 

第１９条 スタート 

スタートは原則として、ゼッケン順とする。 

第２０条参加者、運転者の厳守事項 

日本ジムカーナ/ダートトライアル選手権規定第３３条及びJMRC北海道ＷinmaXダートトライアルシリーズ統一規則

第１７条に従うものとする 

第２１条 ペナルティ 

  競技上のペナルティについてはＪＭＲＣ北海道ＷinmaXダートトライアルシリーズ統一規則第２０条に従うものとする 

第２２条 計時及び順位の決定 

  計測は自動計測器にておこない２ヒート計測され２ヒートのうち良好なヒートタイムを採用順位を決定する。 

  尚、同ﾀｲﾑの場合は日本ｼﾞﾑｶｰﾅ･ダートトライアル選手権規定に準ずる。 

第２３条 競技会の成立、延期、中止、短縮 

日本ジムカーナ/ダートトライアル選手権規定３１条および JMRC 北海道ダートトライアルシリーズ規則第２9 条に従い

競技会審査委員会にて最終決定される。 

第２４条 抗議 

  参加者は、自分が不当に処遇されていると判断した場合、国内競技規則第１２条および JMRC 北海道ダートトライア

ルシリーズ規則第２８条に従い抗議する権利を有する。 

第２５条 公式通知 

本規則に記載されていない競技運営に関する実施細則及び指示事項は「公式通知」によって示させる。 

第２６条 付則  

本規則並びに競技に関する規定や公式通知の解釈について疑義生じた場合は審査委員会の決定をも、つて最終 

とする。本規則書に記載されていない事項については、2021年日本ｼﾞﾑｶｰﾅ・ﾀﾞー ﾄﾄﾗｲｱﾙ選手権規定及び 

ＪＡＦの国内競技規則およびその細則並び、ＪＭＲＣ北海道ＷinmaXダートトライアル統一規則並び付則に準ずる。 

第27条 新型ウィルス（COVID-19）に対する感染拡大防止対策 (追記） 

・当日会場入り口では管理者の消毒および検温が有る場合は速やかに対応する事 

・オーガナイザーにて受付前に検温を行う場合も対応をお願いします。また消毒液、アルコール消毒等出来る限

りこまめに活用ください。 

・大会ｵｰｶﾞﾅｲｻﾞー が発行する公式通知およびインフォメーション及び指示事項は尊守願います 

    ・JAF並びJMRC北海道が告知している「コロナウィルス感染予防対策」を確認ください。 

    ・JMRC北海道が作成したアプリを活用し受付の簡素化をお願いします・ 

    ・ｵｰｶﾞﾅｲｻﾞー が提示する北海道コロナ通知システムの登録をお願いします。 

    ・ウィルスに感染しない、させない予防対策を心して行動してください。 

    ・参加当日コロナウィルス感染予防に関連し参加を拒否された場合参加費は返金する                

  ※ 会場内では他の方と対面、会話、接近、間隔を維持できない場合、また受付時、車検時等接近の可能性がる場

合は必ずマスクの着用をしてください。 

※ 慣熟歩行は他の方との間隔（1Ｍ以上）を開け接触を避けて下さい、間隔が取れない、会話をする場合はマスク

を着用し大声等は慎んでください 

 

  コクピット 大会組織委員会 


