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 特 別 規 則 書  

 

 

開 催 日：２０１６年３月５日（土）～６日（日） 

開催場所：岡山国際サーキット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【オーガナイザー】 

チームオレンジオブ岡山（ＯＲＡＮＧＥ） 

株式会社岡山国際サーキット 

アイダクラブ（ＡＣ） 
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第１条 競技会の定義および組織 

２０１６年ＪＡＦ全日本ジムカーナ選手権第１戦「全日本ジムカーナｉｎ岡山国際サーキ

ット supported by ＥＸＥＤＹ」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付則、２０１６年日本ジムカーナ／ダートトラ

イアル選手権規定、２０１６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および本競技会特別規則に従い国内競技として開催される。また、

併催クラスは準国内クラスとして開催される。 

 

第２条 競技会の名称 

２０１６年ＪＡＦ全日本ジムカーナ選手権第１戦 

「全日本ジムカーナｉｎ岡山国際サーキット supported by ＥＸＥＤＹ」 

 

第３条 競技種目 

ジムカーナ 

 

第４条 競技の格式 

ＪＡＦ公認：国内競技 

ＪＡＦ公認番号：２０１６年 第４００２号 

 

第５条 開催日程 

２０１６年３月５日（土）～６日（日） 

 

第６条 競技会開催場所 

名 称：岡山国際サーキット ジムカーナコース 

（コース公認№２０１６－Ｉ－３３０５） 

所在地：岡山県美作市滝宮１２１０ 

ＴＥＬ：０８６８－７４－３３１１ 

 

第７条 オーガナイザー 

チームオレンジオブ岡山（ＯＲＡＮＧＥ） 

代表者：高橋 伸治 

所在地：岡山県岡山市北区野田３丁目２－３０（株）みずしまモータース内 

ＴＥＬ：０８６－２４１－０１５６ 

株式会社岡山国際サーキット 

代表者：片山 義規 

所在地：岡山県美作市滝宮１２１０ 

ＴＥＬ：０８６８－７４－３３１１ 

アイダクラブ（ＡＣ） 

代表者：土井  誠 

所在地：岡山県美作市滝宮１２１０ 

ＴＥＬ：０８６８－７４－３３１１ 

 

協力：ＪＭＲＣ中国 
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第８条 組織委員会 

委 員 長 ： 杉浦 隆浩 

副委員長 ： 岩根つもる 

委 員 ： 秋山 雄亮、土井 誠、高橋 伸治 

田口盛一郎、有田 光徳、中村 公彦 

第９条 競技会主要役員 

審査委員長 ： （ＪＡＦ派遣） 

審査委員  ： （ＪＡＦ派遣） 

審査委員  ： 藤田 直廣 

 

競技長 ： 有田  光徳 

副競技長 ：  田口盛一郎 

コース委員長 ： 小田 雅史 

副コース委員長 ： 石原 一正、妹尾 茂行 

計時委員長 ： 小野  守 

副計時委員長 ： 寺尾 茂己 

技術委員長 ： 中村 公彦 

パドック委員長 ： 柳畑 拓史 

救急委員長 ： 臼杵 正弘 

医師団長 ： 福井 正尚 

事務局長 ： 高橋 伸治 

※上記以外の競技役員は公式プログラムもしくは公式通知に示す。 

 

第 10条 参加申込および参加費用 

１．参加申込場所および問い合わせ先（大会事務局） 

岡山国際サーキット・全日本ジムカーナ事務局 

〒701-2612 岡山県美作市滝宮１２１０ 

TEL：0868-74-3311／FAX：0868-74-2600 

【銀行振込み指定口座】 

・トマト銀行吉井支店 

・口座名義：株式会社 岡山国際サーキット 

・口座番号：普通 １０８８２４２ 

２．参加受付期間 

受付開始：２０１６年２月１日（月）～２月１０日（水）必着 

３．提出書類 

所定の参加申込書・車両改造申告書・出場選手カード等に必要事項を記入し、競技参加者・

競技運転者・サービス員は誓約文へそれぞれ署名の上、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、上記の指定口座に入金後、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同時に送付

すること。 

４．参加料（サービス員１名、予備スペース１スペース分含） 

１）全日本選手権クラス：￥４３,２００（消費税込）／１名 

２）併催クラス：￥３２,４００（消費税込）／１名 
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５．その他 

・サービス員／１名につき ￥２,０００（申込書にて氏名登録すること） 

・予備スペース／１スペースにつき ￥３,０００（２．５ｍ×５ｍ相当） 

・サービスカー登録料／１台につき ￥３,０００ 

※ピットガレージについては数に限りがある為、全日本シード上位者を優先に割り当てを

行う。 

 

第 11条 サービスカー 

競技参加者は、サービス員およびパドックに持ち込むサービスカーについて競技参加申込

と同時に登録を必要とする。その際に登録したサービスカーは、パドック内のオーガナイ

ザーが指定した駐車スペースに置くこと。 

また、登録した車両積載車等の車両は、オーガナイザーの指定する駐車スペースに置くこ

と。 

 

第 12条 競技のタイムスケジュール 

２０１６年３月５日（土） 

・ゲートオープン         ６：４５ 

・公開練習受付          ７：３０～ ８：３０ 

・公開練習 慣熟歩行 ７：４５～ ８：４５ 

・公開練習ブリーフィング     ９：００～ ９：１５ 

・公開練習 第１ヒート       ９：４５～ 

・公開練習 慣熟歩行 第１ヒート終了後４０分間 

・公開練習 第２ヒート １３：００～ 

 

・公式受付Ａ １１：００～１５：３０ 

・公式車両検査Ａ １３：００～１７：００ 

・車両保管 １７：００～翌６：００ 

※持出車両除く（車両持出申請は１６：３０までとする） 

※公式受付Ａを受けた方は、極力公式車両検査Ａを受けて下さい。 

 

２０１６年３月６日（日） 

・ゲートオープン ６：００ 

・公式受付Ｂおよび参加確認受付 ６：３０～ ７：３０ 

・公式車両検査Ｂ／持出車両検査 ６：４０～ ７：４０ 

・慣熟歩行 ６：５０～ ８：１０ 

・開会式 ８：２０～ ８：３０ 

・ドライバーズブリーフィング ８：３０～ ８：４５ 

・第１ヒート ９：００～ 

・慣熟歩行 第１ヒート終了後４０分間 

・ピットウォーク（ギャラリー） 第１ヒート終了後４０分間 

・第２ヒート 第１ヒート終了後７０分後 

・表彰式および閉会式 １６：００～（予定） 
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第 13条 クラス区分 

１．全日本選手権対象クラス 

２０１６年全日本ジムカーナ／ダートトライアル選手権規定第１２条の通りとする。 

  ２．併催クラス 

   ・Ｂ１クラス（２輪駆動のスピードＢ車両） 

   ・Ｂ２クラス（４輪駆動のスピードＢ車両） 

※併催クラスの使用タイヤについては、ＪＭＲＣ中国ジムカーナ選手権統一規則第３条の    

ＢＲ１・ＢＲ２クラスのタイヤ規定の通りとする。 

（ＪＭＲＣ中国ホームページＵＲＬ：http://jmrc-chugoku.org/gymkhana.html） 

 

第 14条 慣熟歩行 

１．慣熟歩行は、歩行にてタイムスケジュールに従って行う。 

２．慣熟歩行は、公式車両検査終了後に行うこと。ただし、登録されたサービス員が車検に立

ち会う場合はこの限りでない。 

 

 

第 15条 計時装置 

タイム計測は、自動計測装置を使用して 1／1000秒まで計測し、その計測結果を成績とす

る。万一自動計測器に故障が発生した場合に限り、個別の独立した自動計測器のタイムを

成績とする。 

また、オーガナイザーより区間タイム計測用トランスランスポンダーの装着を指定された

場合は、出走までに指定の方法で参加車両に装着すること。その場合のトランスポンダー

は競技終了後に速やかに大会事務局に返却のこと。 

 

第 16条 賞典 

  １．全日本選手権クラス 

全部門・全クラス／１位～３位 ＪＡＦ楯／副賞 

全部門・全クラス／４位～６位 オーガナイザー楯／副賞 

  ２．併催クラス 

    全クラス ／１～３位  オーガナイザー盾／副賞 

 

第 17条 損害の補償 

１．参加者および競技運転者は参加車両および付属品等の損傷・盗難・紛失等損害および施設、

器物を破損させた場合の補償等、理由の如何にかか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（ヘルパーも含む）・ゲスト等は、ＪＡＦおよびオーガ

ナイザーの大会役員・競技役員が一切の損害補償の責任を免除されることを了承しなけれ

ばいけない。 

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もちろんであるが、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・ゲスト・観客・大

会関係者等の死亡・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。 

 

 

 

http://jmrc-chugoku.org/gymkhana.html
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第 18条 参加申込方法および参加受理 

１．最大参加受理台数は１８０台とし、全日本選手権クラスを優先する。 

２．国内競技規則４－１９に従い参加を不受理とした場合は、事務手数料として２，０００円

を差し引き、参加費用を返金する。 

 

第 19条 その他の事項 

１．競技運転者は、競技に有効な保険への加入者または、ＪＭＲＣ全国共同共済加入者、スポ

ーツ安全保険加入者に限る。 

２．その他の事項は、２０１６年日本ジムカーナ／ダートトライアル選手権規定２０１６年全

日本ジムカーナ／ダートトライアル選手権統一規則に準ずる。 

 

 

大会組織委員会 


