２０１９年シーズン

チャンピオンシリーズ・ミドルシリーズ同日開催で

３月１７日

開幕です！

●参加受付は２月２５日（月）～３月７日（木）ですので、奮ってのご参加をお待ちしております。
●開幕戦での注意点は・・・
1.

２０１９年ライセンス又は２０１９年仮ライセンス（各々裏面に自筆署名要）が必須です。

2.

申込書発送段階で「２０１９年ＪＭＲＣ近畿個人会員証」がお手元に無い場合、①今回入会、②クラブ経由で申込中、③個人で申込中、
④入会せず

のいずれかをＪＭＲＣ近畿個人会員番号欄にお書き下さい。

なお、①の場合はＪＭＲＣ近畿個人会員入会申込書を本大会参加申込時に同封の上で「非会員料金」でのエントリー（申込金千円不要）
②、③の場合は、「会員料金」でのエントリー＋申込状況を証明できる領収書等を当日朝の受付時にご提示お願いいたします。

●タイヤも当たる抽選会開催！
恒例の抽選会を開催します。参加申込先着半数の方はタイヤ当選確率２倍！
お早目のエントリーをお願いいたします。

●コンストラクターズカップご参加ショップ各位
ピット下使用ご希望の際は、特別規則書欄外記載の要領でお申込み下さい。

チャンピオンシリーズ特別規則書は次ページ
ミドルシリーズ特別規則書は次々ページとなります。

１－１３ ミドルシリーズと同日開催に付、本地区戦の参加者はミドルシリーズ第１戦への参加は不可とする。
但し、ミドルシリーズ参加車両との重複参加（別人のミドルシリーズ参加者との車両共有）は許される。
※１台の車両でＣｐにてＷエントリー、ＭｄにてＷエントリー（エントラントは最大４名）迄許される。
１－１４ 振込みによる参加料の支払いの場合
１）振込み先
・郵便口座以外からの場合 郵貯銀行 四一八（よんいちはち）支店 普通口座８６７０６５０
レイジイ－ダブリユ－エス
・郵便口座からの場合 記号 １４１１０ 番号８６７０６５０１ ＬＡＺＹＷ．Ｓ
２）振込み後、遅滞なく参加申込書を上記大会事務局宛に送付すること。
郵便事故の防止のため、書留郵便等を推奨する。
３）振込み名義が参加者名義と異なる場合、参加申込書欄外に記載すること。
４）複数名分まとめての振込みの場合は、参加申込書もまとめて郵送すること。
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、ＦＩＡ国際モータースポーツ競技規則およびその付
則に準拠した日本自動車連盟（ＪＡＦ）の国内競技規則およびその付則、２０１９年日本ジムカーナ／ダートトライア
ル選手権規定、ＪＭＲＣ近畿共通規則ならびに本競技会特別規則に従って、準国内競技／クローズド競技として開
催される。
第１条 競技会の組織
１－１ 競技会の名称
２０１９年ＪＡＦ近畿ジムカーナ選手権第１戦
２０１９年ＪＭＲＣ近畿ジムカーナ チャンピオンシリーズ第１戦
２０１９年ＪＭＲＣ全国オールスター選抜第１戦
ＤＩＲＥＺＺＡ ＣＵＰ ジムカーナ
１－２ 競技種目
ジムカーナ
１－３ 競技の格式
ＪＡＦ公認 準国内競技／クローズド競技 ＪＡＦ公認Ｎｏ．２０１９－３１０３
１－４ 開催日
２０１９年３月１７日（日）
１－５ 開催場所
名阪スポーツランドＣコース（奈良県）
１－６ オーガナイザー
モータリストクラブ レイジィー ダブリュエス（ＬＡＺＹ Ｗ．Ｓ） 会長 西峯 正
１－７ 組織委員会他
組織委員長 西峯 正
組織委員
西山 純一・福田 充宏
１－８ 競技会主要役員
審査委員長
西端 伸悦（ＪＭＲＣ近畿派遣） 審査委員
野尻 隆幸（ＪＭＲＣ近畿派遣）
競技長
古谷 哲也
副競技長
茅野 成樹・西山 純一
コース委員長 山田 賢治
技術委員長
西峯 正
計時委員長
西山 治樹
パドック委員長 西峯 正
救急委員長
西山 純一
事務局長
西山 純一
１－９ 競技会当日のタイムスケジュール
ＡＭ ７：１５～８：００参加受付
ＡＭ ７：００～ゲートオープン
ＡＭ ８：１５～９：００慣熟歩行
ＡＭ ７：３０～８：３０公式車検
ＡＭ ９：０５～ブリーフィング（出席必須）
ブリーフィング終了１５分後～第１ヒートスタート
ミドルシリーズ練習走行終了後、４０分間コースオープン
※進行予定はＣｐ第１ヒート、Ｍｄ第１ヒート、Ｍｄ練習走行、コースオープン、Ｃｐ第２ヒート、Ｍｄ第２ヒート、Ｍｄ ＳＬ
但し参加総台数により変動あり、詳細は受理書にて告知される。
１－１０ 参加申し込み場所
１）現金書留送付先及び問い合わせ先（大会事務局）
〒５８３－０８７２ 大阪府羽曳野市はびきの５－２４－８ ＬＡＺＹ Ｗ．Ｓ
ＴＥＬ＆ＦＡＸ ０７２－９３６－８７００ 携帯 ０９０－３２６２－４０１８
※参加申込書と参加料を同封すること。（振込みの場合は参加申込書のみ）
２）参加受付期間 ２０１９年２月２５日（月）～３月７日（木）
１－１１ 参加料 １名￥１６，０００円（全国ＪＭＲＣ会員は￥１５，０００円）
＊いかなる場合でも正式参加受理後の返金はできません。
＊全国ＪＭＲＣ加入者は試合当日受付時に各地区のメンバーズカード等で証明されなければならない。
１－１２ 参加申込書は２０１９年ＪＭＲＣ近畿共通申込書を使用すること(クラブ名欄は正式略称記入必須）

第２条 参加車両及び競技クラス区分
１）２０１９年ＪＭＲＣ近畿ジムカーナ チャンピオンシリーズ対象クラス（準国内格式・地方選手権対象）
・Ｂ－１クラス・・・気筒容積１５８２cc以下のＢ車両
・Ｂ－２クラス・・・気筒容積を制限しない前輪駆動のＢ車両（Ｓタイヤの使用禁止）
・Ｂ－３クラス・・・気筒容積を制限しない後輪駆動のＢ車両（Ｓタイヤの使用禁止）
・Ｂ－４クラス・・・気筒容積を制限しない４輪駆動のＢ車両（Ｓタイヤの使用禁止）
・ＡＥクラス・・・気筒容積・駆動方式を制限しないＡＥ車両（Ｓタイヤの使用禁止）
・ＰＮ－１クラス・・・気筒容積１６００cc以下の２輪駆動（ＦＦ・ＦＲ）のＰＮ車両（Ｓタイヤの使用禁止）
・ＰＮ－２クラス・・・２輪駆動（ＦＦ・ＦＲ）のＰＮ車両（Ｓタイヤの使用禁止）
・ＰＮ－３クラス・・・ＰＮ車両（Ｓタイヤの使用禁止）
・Ｓ－１クラス・・・２輪駆動のＮ車両、および気筒容積１６００cc以下の２輪駆動のＢ・ＳＡＸ・ＳＣ車両
・Ｓ－２クラス・・・２輪駆動のＢ・ＳＡＸ・ＳＣ車両
・Ｓ－３クラス・・・４輪駆動のＢ・ＳＡＸ・ＳＣ車両
・Ｌクラス・・・女性運転者による気筒容積を制限しないＢ・ＳＡＸ・ＳＣ車両
※Ｌクラスに限り重複参加を同一部門内（Ｓ１～Ｓ３、Ｌ各クラス）まで拡大して認める。
２）２０１９年ＪＭＲＣ近畿ジムカーナ チャンピオンシリーズ対象外クラス（クローズド格式）
・チャレンジクラス・・・Ｂ・ＳＡＸ車両
※ミドルシリーズ選手他の腕試しの為に設定。
本来チャンピオンシリーズに出場すべき方のこのクラスへの参加は認められない。
第３条 車両変更
１）参加申し込み正式受理後の車両変更は、参加車両に故障・破損等やむを得ない事情がある
場合のみとし、競技会審査委員会の承認を得ること。
２）車両変更は同一部門同一クラスであること。
３）車両変更申請は競技会当日の参加確認受付終了までにすること。
第４条 計時
計測は自動計測器を使用し１／１０００秒まで計測し、その計測結果を成績とする。
万一メインの自動計測器が故障した場合に限り、別個の独立したバックアップの
自動計測器の計測結果を成績とする。
第５条 ペナルティー
直接・間接を問わず、自動計測装置に接触し計測不能となった場合、当該車両の当該ヒート
を無効とする。
第６条 賞典
１）ＪＡＦ賞（１位～３位：成立全クラス（ＪＡＦ、ＪＭＲＣとも３台以上出走で成立））
２）主催者賞（１位～６位：但し参加受理台数に応じて下記の通り制限する）
３台以下＝１位のみ、４～６台＝２位まで、７～９台＝３位まで、１０～１１台＝４位まで
１２～１３台＝５位まで、１４台以上＝６位まで
３）賞典の追加がある場合は、公式通知にて発表する。
第７条 ヘルメット
ヘルメットは２０１９年「スピード競技用ヘルメットに関する指導要綱」に基づく物を使用すること。
なお、オープンカー状態での走行時は、外部からの飛来物の際の危険抑止の為にバイザーを全閉すること。
第８条 本競技会のテーマ
「選手の、選手による、選手の為の、選手が作った競技会」

２０１９年ＪＭＲＣ近畿ジムカーナ ミドルシリーズ第１戦
ＤＩＲＥＺＺＡ ＣＵＰ ジムカーナ
（２０１９年JMRC近畿ジムカーナ チャンピオンシリーズ第１戦と同日開催）

<<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）公認のもと、ＦＩＡ国際モータースポーツ競技規則およびその付
則に準拠した日本自動車連盟（ＪＡＦ）の国内競技規則およびその付則、ＪＭＲＣ近畿共通規則ならびに本競技会特
別規則に従って、地方競技／クローズド競技として開催される。
第１条 競技会の組織
１－１ 競技会の名称
２０１９年ＪＭＲＣ近畿ジムカーナ ミドルシリーズ第１戦
ＤＩＲＥＺＺＡ ＣＵＰ ジムカーナ
１－２ 競技種目
ジムカーナ
１－３ 競技の格式
ＪＡＦ公認 地方競技／クローズド競技 ＪＡＦ公認Ｎｏ．２０１９－３１０２
１－４ 開催日
２０１９年３月１７日（日）
１－５ 開催場所
名阪スポーツランド・Ｃコース（奈良県）
１－６ オーガナイザー
チームアールセブン（Ｒ－７） 会長 古谷 哲也
モータリストクラブ レイジィー ダブリュエス（ＬＡＺＹ Ｗ．Ｓ） 会長 西峯 正
１－７ 組織委員会他
組織委員長 古谷 哲也
組織委員
茅野 成樹・山田 賢治
１－８ 競技会主要役員
審査委員長
西端 伸悦（ＪＭＲＣ近畿派遣） 審査委員
野尻 隆幸（ＪＭＲＣ近畿派遣）
競技長
古谷 哲也
副競技長
茅野 成樹・西山 純一
コース委員長 山田 賢治
技術委員長
西峯 正
計時委員長
西山 治樹
パドック委員長 西峯 正
救急委員長
西山 純一
事務局長
西山 純一
１－９－１） 競技会当日のタイムスケジュール(ミドルシリーズ参加台数５０台未満の場合）
ＡＭ ７：１５～８：００参加受付
ＡＭ ７：００～ゲートオープン
ＡＭ ８：１５～９：００慣熟歩行
ＡＭ ７：３０～８：３０公式車検
ＡＭ ９：０５～ブリーフィング
ブリーフィング終了１５分後～第１ヒートスタート
１ヒート終了後～練習走行(走行任意）～練習走行終了後、４０分間コースオープン
１－９－２） 競技会当日のタイムスケジュール(ミドルシリーズ参加台数５０台以上の場合）
１ヒートスタートまでは上記共通
１ヒート終了後～４０分間コースオープン
※進行予定はＣｐ第１ヒート、Ｍｄ第１ヒート、Ｍｄ練習走行、コースオープン、Ｃｐ第２ヒート、Ｍｄ第２ヒート、Ｍｄ ＳＬ
但し参加総台数により変動あり、詳細は受理書にて告知される。
１－１０ 参加申し込み場所
１）現金書留送付先及び問い合わせ先（大会事務局）
〒５８３－０８７２ 大阪府羽曳野市はびきの５－２４－８ ＬＡＺＹ Ｗ．Ｓ
ＴＥＬ＆ＦＡＸ ０７２－９３６－８７００ 携帯 ０９０－３２６２－４０１８
※参加申込書と参加料を同封すること。（振込みの場合は参加申込書のみ）
２）参加受付期間 ２０１９年２月２５日（月）～３月７日（木）
１－１１ 参加料 １名￥１４,０００円（全国ＪＭＲＣ会員は￥１３,０００円）
学生料金１名￥９,０００円（学生の全国ＪＭＲＣ会員は￥８,０００円）
ＥＸＰ・ＲＳクラス１名￥９,０００・ＲＴクラス１名￥１１,０００（共に全国ＪＭＲＣ会員・学生も同額）
＊いかなる場合でも正式参加受理後の返金はできません。
１－１２ 参加申込書は２０１９年ＪＭＲＣ近畿共通申込書を使用すること(クラブ名欄は正式略称記入必須）

【 コンストラクターズカップ参加ショップ各位 】 ★本大会において、表彰式開始前までピット下をご利用頂けます。
（１区画2,000円・柱から柱まで）飲食物の販売は禁止です。車両については、オフィシャルの指示に従い指定の駐
車スペースに駐車お願いいたします。 ※区画数に限りがございますので、大会前日までに【 hq@lazyws.net 】まで
メールにてお問い合わせ下さい。

１－１３ チャンピオンシリーズと同日開催に付、本ミドルシリーズの参加者はチャンピオンシリーズ第１戦への参加は不可とする。
但し、チャンピオンシリーズ参加車両との重複参加（別人のチャンピオンシリーズ参加者との車両共有）は許される。
※１台の車両でＣｐにてＷエントリー、ＭｄにてＷエントリー（エントラントは最大４名）迄許される。
１－１４ 振込みによる参加料支払いの場合
１）振込み先
・郵便口座以外からの場合 郵貯銀行 四一八（よんいちはち）支店
普通口座８６７０６５０ レイジイ－ダブリユ－エス
・郵便口座からの場合 記号 １４１１０ 番号８６７０６５０１ ＬＡＺＹＷ．Ｓ
２）振込み後、遅滞なく参加申込書を上記大会事務局宛に送付すること。
郵便事故の防止のため、書留郵便等を推奨する。
３）振込み名義が参加者名義と異なる場合、参加申込書欄外に記載すること。
４）複数名分まとめての振込みの場合は、参加申込書もまとめて郵送すること。
第２条 参加車両及び競技クラス区分
１）２０１９年ＪＭＲＣ近畿ミドルシリーズ対象クラス（地方格式）
・ＮＢ１クラス・・・気筒容積１０００ｃｃ以下のＢ・ＳＡＸ車両
・ＮＢ２クラス・・・気筒容積１００１ｃｃ以上の前輪駆動のＢ・ＳＡＸ車両
・ＮＢ３クラス・・・気筒容積１００１ｃｃ以上の後輪駆動のＢ・ＳＡＸ車両
・ＮＢ４クラス・・・気筒容積１００１ｃｃ以上の４輪駆動のＢ・ＳＡＸ車両
・ＧＴ－１５００クラス・・・気筒容積１５００cc以下のＢ・ＳＡＸ車両（※使用禁止タイヤ注）
・ＧＴ－１５８６クラス・・・気筒容積１５８６cc以上の２輪駆動のＢ・ＳＡＸ車両（86・BRZ・ｽｲﾌﾄ限定・※使用禁止タイヤ注）
・ＧＴ－ＦＷＤクラス・・・気筒容積１５０１cc以上の前輪駆動のＢ・ＳＡＸ車両（※使用禁止タイヤ注）
・ＧＴ－ＲＷＤクラス・・・気筒容積１５０１cc以上の後輪駆動のＢ・ＳＡＸ車両（※使用禁止タイヤ注）
・ＧＴ－４ＷＤクラス・・・気筒容積１５０１cc以上の４輪駆動のＢ・ＳＡＸ車両（※使用禁止タイヤ注）
・ＡＴクラス・・・気筒容積・駆動方式共に無制限のＢ車両（ＡＴ車限定・※使用禁止タイヤ注）
※使用禁止タイヤにつき、ＪＭＲＣ近畿ジムカーナ公示参照の上、ご注意ください。
２）ＪＭＲＣ近畿ミドルシリーズ対象外クラス（クローズド格式）
・ＥＸＰクラス・・・全日本・チャンピオンシリーズ参加選手などのＢ・ＳＡＸ・ＳＣ車両
・ＲＴクラス・・・気筒容積を区分しないＢ車両（Ｓタイヤの使用不可・ライセンス不所持者限定）
・ＲＳクラス・・・気筒容積・駆動方式を制限しないＢ・ＳＡＸ・ＳＣ車両（Ｓタイヤの使用不可・ルーキー＆シニアドライバー限定）
※ルーキーとは、過去１０年以上、ＪＡＦ公認ジムカーナ競技会（但しＪＭＲＣ近畿ジムカーナミドルシリーズＲＴクラスを除く）
に参加経験の無い者をいう。
※シニアとは、競技会開催日に満５５歳以上の者をいう。
※クローズド格式クラスの参加者は競技会当日、主催クラブの準会員として走行していただきます。
第３条 車両変更
１）参加申し込み正式受理後の車両変更は、参加車両に故障・破損等やむを得ない事情がある場合のみとし、
競技会審査委員会の承認を得ること。
２）車両変更は同一部門同一クラスであること。
３）車両変更申請は競技会当日の参加確認受付終了までにすること。
第４条 計時
自動計測装置が故障等により計測不能となった場合は、２個以上のストップウォッチを使用し、
１／１００秒まで計測の上、その平均タイムを成績とする。尚、それまでの自動計測装置に
よるタイムは、１／１０００秒を四捨五入するものとする。
第５条 ペナルティー
直接・間接を問わず、自動計測装置に接触し計測不能となった場合、当該車両の当該ヒートを無効とする。
第６条 順位決定方法
本大会はスーパーラップ方式を採用する（クローズド格式クラスを除く）。
但し競技遅延等の場合、競技長裁定で取りやめる場合がある。
第７条 賞典
１）ＪＡＦ賞（１位～３位：但し参加受理７台以上のクラスに限る。クローズドクラスは対象外）
２）主催者賞（１位～６位：但し参加受理台数に応じて下記の通り制限する）
３台以下＝１位のみ、４～６台＝２位まで、７～９台＝３位まで、１０～１１台＝４位まで
１２～１３台＝５位まで、１４台以上＝６位まで
３）ＥＸＰクラスは別途既定の賞金を授与する。
４）賞典の追加がある場合は、公式通知にて発表する。
第８条 ヘルメット
ヘルメットは２０１９年「スピード競技用ヘルメットに関する指導要綱」に基づく物を使用すること。
なお、オープンカー状態での走行時は、外部からの飛来物の際の危険抑止の為にバイザーを全閉すること。
第９条 本競技会のテーマ
「選手の、選手による、選手の為の、選手が作った競技会」

ＤＩＲＥＺＺＡ ＣＵＰ ジムカーナ 組織委員会

