
   

２０２０ＪＭＲＣ神奈川ジムカーナシリーズ第６戦 
テクニカル・チャレンジ・ジムカーナ 

 
＜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、２０２０年 JMRC関東ジ ムカーナ
シリーズ共通規則、２０２０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。 

当競技会は部会に於いて発行したコロナウイルスガイドラインに沿って運営します。 
第 1 条 競技会の名称 ２０２０ＪＭＲＣ神奈川ジムカーナシリーズ第６戦 
   テクニカル・チャレンジ・ジムカーナ 
第２条 競技の種目  ジムカーナ競技（ウエット路面） 
第３条 競技格式  JAF 公認:クローズド競技 
第４条 主催者  トライアラーズ・チーム・フォース（Ｆｏｒｃｅ） 
   〒25２-0131 神奈川県相模原市緑区西橋本 2-22-12-102 
第５条 競技役員  競技長   壺坂 考志 コース委員長 壺坂 考志 
   技術委員長 壺坂 考志 計時委員長  三浦 誠士 

救急委員長 清水 淳弘 事務局長   花岡 実 
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  ２０２０年１１月８日（日） 
第８条 ﾀｲﾑｽｹｼﾞｭｰﾙ 午前の練習会と同じく 7 時半よりゲートオープン、受付は 8 時より 11 時半まで随時。 

それ以降のスケジュールはプログラム＆公式通知にて発表します。 
第９条 参加資格  ２０２０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  ２０２０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（競技ライセンス必要） 
   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タイヤ可） 
   Ｓ４ 気筒容積制限無しの４輪駆動のＢ車両（Ｓタイヤ可） 
   ＮＴ̶Ｋ 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 
  ◎神クラス公認部門（競技ライセンス必要） 
   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ＮＴ̶Ｋ 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 



   

※公認クラスにおいてＳ２，Ｓ４クラス以外の装着タイヤは 
２０２０年度神奈川ジムカーナシリーズ共通規則に準ずる。 

 
  ◎クローズド部門（競技ライセンス不要） 
   ＬＢ 気筒制限、駆動制限無しの女性運転のＢ車両 
   ＣＬ１ １６００ｃｃ以下のＢ車両 
   ＣＬ２ １６００ｃｃを超える２輪駆動のＢ車両 
   ＣＬ３ １６００ｃｃを超える４輪駆動のＢ車両 
   ビギナークラス 気筒制限、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クラス 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クラス 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 

   ＣＬＳＴ 大学自動車部でのエントリー（ナンバー無し、トリプルエントリー対応） 
  ◎クローズド特別クラス（競技ライセンス不要） 

特別クラス ２０２０年ＪＡＦ国内競技車両規則第３編に適合したＢ車両 
      ３台以上集めれば特別にクラスを設けることが出来ます。 
      クラス名は自由に設定出来ます。（複数設定可） 

第１２条 参加料  公認部門 
ＪＭＲＣへ加入しているクラブに所属している参加者に対して優遇する。 
ただし、所属証明として参加申込用紙にクラブ印捺印を必要とする。（シール不可） 
加入者 １１，０００円   未加入者 １２，０００円    （共に入場料別途） 

   クローズド部門（ＬＢ，ＣＬクラス） 
    １０，０００円（入場料別途） 
※ＣＬＳＴクラスに於いては学生証提示で参加料8，000円とします。 

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】セ ブ ン 銀 行  フ リ ー ジ ア 支 店  店 番 号 1 0 2  普 通 2 1 8 7 7 8 3   
      口座名義 ツボサカコウジ 
【郵送先】〒192-0034 東京都八王子市大谷町４８-８ Ｐｏｔｈｉｌｌｓ １Ｆ  

Ｐｒｏｆｏｒｃｅ内 大会事務局（TEL&FAX 042-657-5281） 
  【受付期間】 ・第５戦：２０２０年１０月８日（木）～１０月２９日（木） 
第１４条 賞典  ２０２０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２０２０年ＪＭＲＣ関東ジムカーナシリーズ共通規則、２０２０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。 
 



   

コロナウイルス対策ガイドラインによる 
参加者皆様への御願い 

 

 

・ 運転時以外エントラント、スタッフ等、イベント参加者全員のマスク着用。  
・ 受付時の体温測定の実施。体調の確認。  
・突発的な発熱、咳など体調不良の方の参加キャンセル時の参加料返金。 
・会場内複数箇所の消毒液、ハンドソープ設置と、手洗い消毒の実施お願い。  
・ジムカーナ走行時「同乗走行」の禁止。 
・放送用マイク、スタッフ無線使用時の使い回しに注意。 
・昼食時等、マスクを外しての会話に注意をお願い。 
・60歳以上の高齢者の重篤化リスクを周知し「移さない配慮」に協力お願い。 
・持病等をお持ちの方、妊娠されている方、そうした方と同居をされている方への参加自粛の要請。 
・イベント終了後、飲食店等での食事時のマスクを外しての会話に注意をお願い。 
・同伴者は最低限にして頂き、当日連絡先、氏名を記帳頂きます。 
 

以上ご協力を御願い致します。 



Force ジムカーナ練習会（ウエット路面）のご案内 
当練習会は部会に於いて発行したココロロナナウウイイルルススガガイイドドラライインンに沿って運営します。 

※※開開催催日日  ２０２０年１１月８日(日) 
※※場場所所  富士スピードウエイ１５番パーキング 
※※参参加加費費   午午後後のの競競技技会会参参加加者者：：３３００００００円円、、練練習習会会ののみみのの参参加加者者：：５５００００００円円 
※※参参加加車車両両 ２０２０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。尚自動車部エントリーは除外します。） 
※※服服装装    ヘルメット、手足の出ない服装、レーシンググローブ 
※※そそのの他他   ・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。 

※※申申込込期期間間 開開催催日日のの３３日日前前（（木木曜曜日日））（（必必着着）） 
※※申申込込みみ方方法法  ⑴下記申込書に記入捺印し、参加費と一緒に現金書留。 
      ⑵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。 
   ⑶申込書、参加費を事務局へ持参。 
   ⑷ネットから申し込む（QRコードからも可能。当日下記誓約書持参して下さい。） 
※※申申込込みみ・・問問いい合合わわせせ先先  
  〒192-0034 

東京都八王子市大谷町 48-8 Pothills１階 
プロフォース 

TEL&FAX 042(657)5281 
営業時間 10：00～20：00（不定休） 

※※振振りり込込みみ先先 セセブブンン銀銀行行  フフリリーージジアア支支店店  店店番番号号110022  普普通通22118877778833  口口座座名名義義  ツツボボササカカココウウジジ  
※※当当日日タタイイムムススケケジジュューールル  
      受付  ：７：４５～ 
   コースオープン ：８：００～８：４５ 
   ブリーフィング ：８：４５～８：５５ 
   走行  ：９：００～１１：３０ 
………………………………………   キ リ ト リ   ……………………………………………

 


