２０１９年ＪＡＦ全日本ジムカーナ選手権 第７戦
スーパースラローム IN 久万高原

<<特別規則書>>
第１条 競技会の定義及び組織
２０１９年ＪＡＦ全日本ジムカーナ選手権 第７戦 スーパースラローム IN 久万高原は、一般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ＪＡＦの国内競技規則およびその細則
２０１９年日本ジムカーナ／ダートトライアル選手権規定、２０１９年全日本ジムカーナ／ダートトライアル選手権統一規則、スピード競技開催規定
及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
第３条
第４条
第５条
第６条

競技会の名称 ２０１９年ＪＡＦ全日本ジムカーナ選手権 第７戦 スーパースラローム IN 久万高原
競技種目
ジムカーナ
競技会の格式 ＪＡＦ公認 国内競技 ＪＡＦ公認番号 ２０１９-７０１１号
開催日程
２０１９年７月１３日（土）～７月１４日（日）の２日間
競技会開催場所名 称：ハイランドパークみかわ ジムカーナコース （コース公認Ｎｏ．２０１９－Ｉ－３８０２）
所在地：愛媛県上浮穴郡久万高原町日野浦4446

第７条 オーガナイザー 名称：チーム．エトワール（ＥＴＯＩＬＥ）
所 在 地：愛媛県松山市中野町66-3

代表者名： 松本 英夫
Ｔ Ｅ Ｌ：０８９－９６３－３８８４

名称：瀬戸風モータースポーツクラブ愛媛（ＳＥＴＯＫＡＺＥ）
代表者名： 岡本 健三
所 在 地：愛媛県松山市保免西３丁目12-20
Ｔ Ｅ Ｌ：０８９－９７３－００５６
名称：ドライバーズクラブルーキー（Ｄ．Ｃ．Ｒ）
所 在 地：愛媛県松山市美沢２丁目5-33
第８条 大会役員
大会名誉会長
大会会長

関谷 勝嗣(前参議院議員）
河野 忠康（久万高原町長）

第９条 組織委員会
組織委員長
組織委員
組織委員

松本 英夫（ＥＴＯＩＬＥ）
三好 正哲（ＳＥＴＯＫＡＺＥ）
山本 貢（Ｄ.Ｃ.Ｒ）

第１０条 競技会主要役員
１）競技会審査委員会
審査委員長
稲玉 秀幸 （ＪＡＦ派遣）
審査委員
三城 伸之 （ＪＡＦ派遣）
審査委員
大西 周
（組織委員会任命）

代表者名： 山本 貢
Ｔ Ｅ Ｌ：０８９－９２４－０２２０

２）競技役員
競技長
副競技長
コース委員長
技術委員長
計時委員長
パドック委員長
救急委員長
医師団長
事務局長

八塚
三好
西森
土居
岩上
高木
松本
植田
北市
西森

勝博（ＥＴＯＩＬＥ）
正哲（ＳＥＴＯＫＡＺＥ）
啓祐（Ｄ.Ｃ.Ｒ）
由明（ＥＴＯＩＬＥ）
哲浩（ＭＡＣ）
一之（ＭＡＣ）
英夫（ＥＴＯＩＬＥ）
哲哉（ＭＡＣ）
雅代
啓祐（Ｄ.Ｃ.Ｒ）

第１１条 参加申込み及び参加費用
１）参加申込み場所及び問い合わせ先（大会事務局）
所在地：〒791-1211 愛媛県上浮穴郡久万高原町上畑野川甲1034-1
名 称：スーパースラロームIN久万高原 事務局
担当者：八塚 勝博
ＴＥＬ： 090-8972-1827
ＦＡＸ： 0892-50-8125
E-mail： etoile_yatuduka@yahoo.co.jp
２）参加受付期間
受付開始 ２０１９年５月２７日(月）
締切日 ２０１９年６月２０日(木）必着
３）最大参加台数
最大参加受理台数は１１０台とする。
４）提出書類
所定の参加申込書・車両改造申告書・出場選手カード・参加料明細書に必要事項を記入のうえ、競技参加者、競技運転者、サービス員が誓約文へ
それぞれ署名のうえ、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、銀行振込みを利用する場合、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、複数名分をまとめて入金した場合は参加申込書等もまとめて送付する事。
金融機関名 ： ゆうちょ銀行 口座名 スーパースラロームインクマコウゲン （ゆうちょ銀行以外から振込みも共通）
ゆうちょ銀行から振込みの場合
記号 ： 16110
番号 ： 24297301
ゆうちょ銀行以外振込みの場合
店名 ： 六一八
店番 ： 618
５）参加料
預金種目 ： 普通預金 口座番号 ： 2429730
￥３９，０００円/名
６）その他
・公開練習費用
￥８，０００円／名（７月１３日（土）公開練習２本走行）
・サービス員登録
￥２，０００円／名(２日間有効） 登録人数の制限は行わない、ただし申込書にて氏名登録すること。
６月２１日以降の登録は￥２，５００円／名とする
・積載車両登録
￥１，０００円／台（２日間有効） 無料登録による過申込を抑止する為に有料とします。
・サービスカー登録
￥３，０００円／台（２日間有効） 乗用車・1ＢＯＸ等で参加者１名につき１台のみ登録出来る。
会場内の主催者指定の場所とします。
申込台数によりパドック容量許容内であれば競技車隣接区画とする。パドック容量を超える場合はパドック周辺となる。
その場合、傾斜地等の可能性を御了承のうえ申込ください。
※積載車登録分は全額を特別賞として提供します。
※積載車・サービスカーとも主催者より指定された場所に駐車してください。また、競技中は移動することは出来ません。
※予備スペース登録はできません。またサービスカー登録をして車両を置かずに区画を使用することも出来ません。

第１２条 競技会のタイムスケジュール
タイムスケジュールは保安上、もしくは不可抗力により変動する場合があり、その際は別途公式通知にて発表する。
■２０１９年７月１３日（土）
■２０１９年７月１４日（日）
ゲートオープン
６時００分～
ゲートオープン
６時００分～
公開練習受付
７時００分～８時１５分
持出し車両検査
６時１５分～７時３０分
公開練習慣熟歩行
７時３０分～８時２０分
公式受付（Ｂ） 《参加確認受付》 ６時３０分～７時００分
公式車検（Ｂ）
６時３０分～７時１５分
公開練習ドライバーズブリーフィング８時３０分～８時４５分
公開練習第１ヒート
ブリーフィング終了20分後～
出走確認
６時５０分～７時２０分
公開練習慣熟歩行
第１ヒート終了後４０分間
決勝コース慣熟歩行
７時００分～７時５０分
公開練習第２ヒート
第１ヒート終了６０分後～
開会式・ドライバーズブリーフィング８時２０分～８時５０分
公式受付（Ａ）《参加確認受付》
１０時００分～１３時００分
第１ヒート
ブリーフィング終了２０分後～
公式車検（Ａ）
１０時３０分～１５時３０分
慣熟歩行
第１ヒート終了後４０分間
慣熟歩行終了後２０分後より
車両持出し申請
１１時００分～１５時３０分
第２ヒート
車両保管
１８時００分～翌６時００分
閉会式・表彰式
１６時００分予定
※公式車検はドライバー本人又は登録されたサービス員が受けてください
※公開練習については別途公開練習インフォメーションを参照してください。
※ドライバーズブリーフィングへの出席は必須です
※極力、公式受付（Ａ）《参加確認受付》・公式車検（Ａ）をお受けください。
第１３条 慣熟歩行
タイムスケジュールに従い、歩行にて行う。(例外を除く）
第１４条 競技クラス区分
２０１９年日本ジムカーナ／ダートトライアル選手権規定第１２条の通り
第１５条 賞典（詳細は別途公式通知にて発表する）
１）全部門・全クラス
全部門・全クラス １位～３位 ＪＡＦ賞・オーガナイザー賞（盾・賞金又は賞品）
４位～６位 オーガナイザー賞（盾・賞金又は賞品）
※但し、ＪＡＦ賞を除き各クラスの参加台数の１／２（小数点以下四捨五入）の範囲内とする。
２）特別賞 積載車・サービスカー登録費全額を特別賞として設定する。その他特別賞を設定する場合は別途公式通知にて発表する
第１６条 計時
計測は自動計測器を使用し1／1000秒まで計測する。
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とする。
第１７条 遵守事項
1）参加者及び競技運転者は参加車両及びその付属品等の損傷、盗難、紛失等の損害及び会場の施設、器物を破損させた場合の補償等、理由の
如何に拘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（ヘルパー含む）、ゲスト等の個人・団体は、ＪＡＦ及び大会関係者(個人・団体）が一切の損害賠償の責任をる
免除されていことを了承しなければならない。
すなわち、大会役員、競技役員がその役務に最善を尽くすことは勿論であるが、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、ヘルパー、ゲスト、観客、大会関係者の死亡、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。
３）ミスコース等、当該競技運転者の重大な過失に起因する事故の場合は、他の車両にたいしても弁済責任が発生することを了承しなければならない。
4）参加者、競技運転者、サービス員（ヘルパー含む）は、秩序ある行動をとること。そして、相互に、または、競技役員に対して、攻撃的、
または侮辱的な言動を行うことは厳に慎まなければならない。
第１８条 その他の事項
１）本特別規則に記載されていない事項については、２０１９年日本ジムカーナ・ダートトライアル選手権規定に準拠する。
２）本特別規則発行後、ＪＡＦにおいて決定され公示された事項は全ての規則に優先する。
３）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１，０００円を差し引いて返金する。
以上
大会組織委員会

