
  本競技会は、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､
2022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、2022JMRC関東ジムカーナシリーズ共通規則および本競技会の特別規則に従いＪＡＦ公認地方
競技.として開催される。

第１条 競技会の名称 2022JMRC関東ジムカーナフェスティバル 　N･C･S･Cｽｰﾊﾟｰｼﾞﾑｶｰﾅinさるくら
第２条 競技の種目 ジムカーナ
第３条 競技格式 ＪＡＦ公認：地方競技　公認No.2022-1337　

第４条 オーガナイザー 南信パーツカースポーツクラブ(Ｎ･Ｃ･Ｓ･Ｃ)長野県飯田市大通１丁目-２８ 代表者 後藤志寿恵
第５条 大会組織委員会 組織委員長:後藤志寿恵(N.C.S.C)   組織委員:亀井 俊樹(茨城)清島 康伸(栃木)後藤 和弘 (群馬)熊倉 俊夫(埼玉)星　洋磁 (千葉)

中村 真幸 (東京)壷坂 考志 (神奈川)、青山 誠志(新潟)､細川 昇 (山梨) 田中和成(長野)
第６条 大会審査委員会 審査委員長: 堀内　純（ＴＨＥ・ＭＣ）    審査委員: 竹之内 光夫（Ｔ１Ｐ）
第７条 競技役員 競技長：田中 和成　副競技長:細川 昇(HORMS)　コース委員長：岩崎正一　技術委員長：松岡 昇　計時委員長：宮下 利一　

救急委員長：菅沼 正彦　事務局長：後藤志寿恵
第８条 開催場所 さるくらモータースポーツランド 　長野県飯田市上飯田６９９７－１０ 代表者 後藤 志寿恵
第９条 開催年月日 2022年10月23日（日）

第１０条 ﾀｲﾑｽｹｼﾞｭｰﾙ ゲートオープン6:30　参加確認受付 6:45～7:15　公式車両検査 7:00～7:55　慣熟歩行8:00～8:45　ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｽﾞﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ 8:50～9:15
第１ヒート  9:30～　慣熟歩行 第１ヒート終了後～４５分間　第２ヒート 第１ヒート終了1時間後～　再車検 各クラス終了毎随時　
表彰式 全クラス正式結果成立後　

第１１条 参加資格 ･2022年JMRC各地区または都府県シリーズに参加実績のある者。
･JMRC各都県部会長の推薦を受けた者（他地区からの参加者を含む）。
･全国ＪＭＲＣ加盟クラブ/団体のクラブ員の方｡

第１２条 参加車両及びクラス区分

1.ＪＭＲＣ関東フェスティバル　クラス区分
車両 気筒容積・駆動区分

1,600ｃｃ以下の２輪駆動車(FF･FR)
1,600ｃｃを超える２輪駆動車(FF･FR)
1,600ｃｃを超え2,000cc以下の２輪駆動車(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
PN1・PN2・PN3に該当しない車両
気筒容積制限なしの４輪駆動車
2,.000ｃｃを超える２輪駆動車(FF･FR)
2,000ｃｃ以下の２輪駆動車(FF･FR)

            ＮＴＦ1 排気量オープンの前輪駆動車で､1500ccを超えるVTEC､MIVEC搭載車両を除く
            ＮＴＦ2 排気量オープンの前輪駆動車
           ＮＴＲ１ 2000cc以下の後輪駆動車で、車両型式AP１及びエンジン型式が変更された車両を除く
           ＮＴＲ２ 排気量オープンの後輪駆動車
            ＮＴ４ 排気量オープンの４輪駆動車

２輪駆動車、排気量オープン
４輪駆動車、排気量オープン

ＳＣ・Ｄ車両
◎関東ジムカーナシリーズのタイヤ規定
※2､の記号のあるクラス(参加者がカタログ等で証明する事)
①2022年12月31日以降で､1銘柄で単一コンパウンドあり､国内販売が30サイズ以上のラインナップを有するタイヤで有る事｡
又はUTQGのTREAD WEARが200以上(タイヤの刻印にて確認)のタイヤ
②タイマの溝の深さは､トレッドウエアインジケータ(スリップサイン)が出るまで維持されている事｡

ＳＣ．Ｄ ＳＣ・Ｄ車両で排気量・駆動方式オープン

2022JMRC関東ジムカーナフェスティバル　

< 公 示 >
Ｎ･Ｃ･Ｓ･Ｃスーパージムカーナｉｎさるくら　

備考

PＮ車両

※2

◎ 2022ＪＭＲＣ関東共通規
則シリーズ規定.※2･※3の
タイヤ規制を守る事｡

※3

クラス
PN 1
PN2

PN3

PN4

※2

PN5
PN6
PN7

             Ｓ２

NT K 軽自動車､駆動方式オープン
NTNS 排気量･駆動方式オープン※サイドブレーキ(パーキングブレーキ)の使用不可

B車両SAX車両

             Ｓ４



(複数のTREAD WEARがあるタイヤは同一パターンでも違うコンパウンドと解釈します)

※3､の記号のあるクラス
･UTQGのTREAD WEARが280以上(タイヤの刻印にて確認)のタイヤを使用する事｡

第１３条 参加申込み及び 参加申込書･車両申告書に必要事項を記入､署名・捺印し参加料を添えて現金書留で､又は銀行振り込みで､必要書類は郵送で申込むこと｡

受付期間 宛先　〒３９５－００５６長野県飯田市大通１丁目-２８　南信パーツカースポーツクラブ　

TEL　０２６５-２２-３８６４　FAX　０２６５-２２-３８６９  担当者　後藤志寿恵（大会事務局）

【振込先】飯田信用金庫 　西支店   普通口座  ３３９０１４９

｢南信パーツカースポーツクラブ｣まで。振込人の前に必ず参加クラスを入れて下さい。

受付期間　２０２２年９月２６日（月）～１０月９日（日）必着 

※参加申込書の未記入により不受理になる場合が有ります。記載漏れの無いようにお願いします｡
※申し込み後にコロナウイルス感染や濃厚接触者になった場合受理書発行までに連絡が有れば手数料\2,000を引き返金します｡
※参加申込み書の下部備考欄か近くの余白に自信の参加シリーズ(千葉･東京 等または他地域｢東海等｣)の記入をお願いします､
記載の無い場合所属クラブ所在地区と判断します｡推薦参加でJMRC未加入者(地区未記入)は申込み住所地区とします｡

第１４条 参加料 ・  1名　￥14,000  全国ＪＭＲＣ加盟クラブ/団体のクラブ員の方  昼食付き（入場無料）
・  1名　￥15,000  全国ＪＭＲＣ加盟クラブ/団体のクラブ員以外の方(JMRC未加入者)  昼食付き（入場無料）

第１５条 賞　典 2022年ＪＭＲＣ関東ジムカーナシリーズ共通規則１３章第27条､に準拠する。

第１６条 参加台数 100台までとする。

第１７条 その他 ･朝の体温計測及び体調確認の結果、出走を認められない事がある。体温37.5℃以上入場出来ません｡
･コロナ対策としてマスク､手洗い洗剤などを用意し､会場での感染対策をお願いします｡
･公式通知等の掲示場所はｽﾀｰﾄ位置付近掲示板。
･慣熟歩行は､図示した競技区間を徒歩により行う｡
･ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｽﾞﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞはﾊﾟﾄﾞｯｸ内放送で行う｡
･救護場所はｺﾝﾄﾛｰﾙﾀﾜｰ下に設置する｡

第１８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細則、2022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、2022ＪＭＲＣ関東ジムカーナシリーズ共通規則、に準拠する｡
･本特別規則発行後JAFにおいて決定された事項は､本特別規則に優先する｡
･本特別規則､競技諸規則(公式通知含む)の解釈に疑義がが生じた場合､大会審査委員会の決定を最終とする｡

※申込書ＤＬ先ＵＲＬ・ＪＭＲＣ関東 参加申込書＆車両申告書 http://www.jmrckg.com/

第１９条 本規則の施行 本規則は、本競技会に適応されるもので、参加申し込みと同時に有効となる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 N.C.S.C大会組織委員会



NCSC⼤会事務局参加者各位 

  締め切り⽇の前の週のうちに投函をお願いします｡締め切り後に書類到着の場合は
  郵便事情による郵便物の遅延があり､締め切り⽇迄に届かない事が考えられます｡

地区の部会⻑承認の後その地区)で地区対抗戦に参加となります｡

※参加料は締め切り⽇必着です｡

2022関東ジムカーナフェスティバル

等を記⼊して下さい、参加台数が揃わない場合でも､甲信地区(希望地区があればその

発送⽇を確認し締め切り前投函なら受理しますが､早めの投函お願いします｡

  参加申込書の下部備考欄に､⾃⾝の参加を希望する､関東の6シリーズ(栃⽊･茨城､埼群､
地区対抗戦の参加シリーズ地区について､参加申込書へ記載のお願い｡

参加申込書他の発送時期のお願い

千葉･東京､神奈川､新潟､ 甲信)のいずれかを下部備考欄に必ず記⼊して下さい｡

※受理書が届かない場合は､⼊場時や受付をスムーズに⾏う為にHPで確認し⾃⾝の

   関東以外､東海､北陸､近畿他からの申込みの場合も､申込書の備考欄に東海､北陸､近畿

ゼッケンN.oを申告するようにお願いします｡

  受理書発送を13⽇までに⾏う予定ですが､ＪＭＲＣ関東ジムカーナ部会HPへアップの
エントラントリストに記載が有れば受理されてるので確認して下さい｡

昼⾷(当⽇・前⽇)について
 当⽇２３⽇は参加者のみ昼⾷の⽤意が有ります｡前⽇はチラシ記載⽅法で予約できます｡
  同伴者の⾷事は⼟､⽇共に予約できます､ご利⽤お願いします｡



南信パーツカースポーツクラブ ジムカーナ練習会 

☆ 練習会を下記の内容で開催します､参加希望の方は確認のうえ申し込みください｡ 

１ 開催日・場所 2022年10月22日(土) ・ さるくらモータースポーツランド 

２ 参加料      1名７０００円  入場無料･昼食無し 

３ 申し込み方法 参加申込書の必要事項を記入捺印の上、参加料を添えて下記に大会10日前迄に申込してください。 

※ 当日受付は受け付けません。 

※ 受理書は発行しません。（不受理の場合のみ不受理書を発行） 

４ 申し込み先   〒３９５－００５６長野県飯田市大通り1丁目－２８ 南信パーツカースポーツクラブ 

            ＴＥＬ ０２６５－２２－３８６４  ＦＡＸ ０２６５－２２－３８６９ 

５ ﾀｲﾑｽｹｼﾞｭｰﾙ ゲートオープン  ６：４５  

            ※会場ゲートにて検温をします｡３７．５℃以上の場合入場不可となります｡ 

 受付     ７：００～７：２５     コースオープン７：２５～８：００ 

                ミーティング ８：０５～放送似て行う     走行 ８：２０～１５：００（途中コースオープンあり） 

６ その他    ☆翌日の準備の為１５：００頃終了です（天候・台数・進行状況により変更あり） 

           練習終了の方から自由解散ですが、１６時迄に完全に退場してください｡ 

              ☆コロナウイルス感染症対策は､本大会に準ずる対応と対処をお願いします。 

             ☆昼食の予約ができます｡※弁当はチラシ記載方法にて予約となります｡ 

               是非ご利用お願いします｡同伴者等の予約は土，日共に受け付けて頂けるそうです｡ 

              ※日曜の参加者(ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ)は昼食の用意をしています｡ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・キ リ ト リ セ ン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

南信パーツカースポーツクラブ ジムカーナ練習会申込書 

練習会開催日２０２２年 10 月 22 日 (土) 

フリガナ 

氏名 

生年月日      年   月   日   才         性別  男 ・ 女     血液型 

住所 〒 

 

電話                       緊急時連絡先 

参加車両             車両形式           競技会参加クラス  

重複参加者  有り ・ 無し   重複参加者氏名  

誓約書 

私はジムカーナ練習会に参加するにあたり、関連して起こった死亡、負傷、その他の事故で私自身及び、車両の受けた損

害について、決して主催者及び係員ならび他の参加者等に対し非難や責任の追及をしたり、損害の賠償請求をしないこと

を誓約いたします。尚このことは、事故が主催者及び係員ならびに他の参加者の手違い等で起きた場合でも同様です。又

ドライバーはコースまたはスピードに対し適格であり、ジムカーナ走行が可能であることを誓います。又さるくらモータース

ポーツランドの施設に損害を与えた場合は、それを弁済することを誓約いたします｡尚､コロナウイルス感染症予防策も充

分に行います。                                                                             

２０２２年   月    日                    参加者氏名                                    

印 

                月月        日日                      受受付付 NNoo                              受受領領額額                                備備考考                      
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☆御予約された方に確実にご用意するために参加申し込み書と一緒に主催者様に送って下さい。

キリトリ線

ご予約注文書

御予約お名前 ��参加クラス ��電話番号 

予約日 　月　日（土） �予約品名1 ��数量 　個 ��予約品名2 �数量 　個 

予約日 　月　日（日） �予約品名1 ��数量 　個 ��予約品名2 �数量 　個 

備考※弁当は予約制となります。土曜日は11時30分頃、日曜は1本目終了までにご用意いたします。 
※参加申し込み後の変更、ご予約は大会3日前の木曜までに直接「旨肉キッチン近藤」宛にメール又はお電話にてお願いいたします。 

※お支払いは当日現地での精算となります。 


