
 
 

 
 
 
 
 

《 特 別 規 則 書》 
――― ＪＭＲＣ近畿共通規則書の補足・追加 ――― 

第１条  競技会の組織 
１－１  競技会の名称 

２０１７年ＪＭＲＣ近畿ジムカーナミドルシリーズ第６戦 
ＰＲＯＸＥＳスーパーＧスラローム 

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. 2017 -3118 

１－４  開催日 
２０１７年 ７月 ２３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 
トランピオ・スポーツ・コミュニケーション・大阪（Ｔ.Ｓ.Ｃ.Ｏ） 
代表 加納 行雄 

１－７  組織委員会 
組織委員長   加納  行雄  組織委員   川端 竜史 
組織委員    西端 伸悦 

１－８  競技会主要役員 
審 査 委 員 長          野尻 隆幸（JMRC 近畿派遣） 審 査 委 員   山崎洋一郎（JMRC 近畿派遣） 
競 技 長          西端 伸悦      副 競 技 長  加納 靖之 
コース委員長          東  隆弥      コース副委員長   吉本 嘉輝 
技 術 委 員 長          加納  行雄        技術副委員長  加藤 達也  
計 時 委 員 長          川端  竜史        パドック委員長    東 晃司 
救 急 委 員 長   岡本 友真      大会事務局長   岡本 友真 
アナウンサー          伊東  政雄 

１－９  参加申込場所及び参加費用 
１） 参加申込場所及び問い合わせ先（大会事務局）   

〒582-0029 大阪府柏原市石川町５－１５―８０３ 川端方 
PROXES スーパーG スラローム事務局   TEL／FAX.072-977-1222  
なお、問い合わせは 080-3031-0977（岡本）で受け付けます。  

２） 参加受付期間 
２０１７年７月３日（月）～７月１３日（木）  《現金書留にて期日内必着のこと》 

※ 期日内申込が遅れる可能性がある場合は、７月１３日までに問い合わせて下さい 
３） 申込時の提出物 

参加申込書（誓約書・車両申告書）及び大会参加料 
２０１７年ＪＭＲＣ近畿共通参加申込書を使用すること (クラブ名欄は正式略称記入必須） 

４）参加料 
全国ＪＭＲＣ会員：１名＝１３,０００円  非会員：１名＝１４,０００円 
学生の方 全国 JMRC 会員：１名＝８，０００円 非会員：１名＝９，０００円 
RT クラス：１名＝１１，０００円（JMRC 会員も同額） 
EXP、RS クラス：１名＝９，０００円（JMRC 会員も同額） 
※参加申込と同時に JMRC 近畿個人会員入会希望の方は、参加申込書に入会金と入会申込書、会員料金の参加料

を同封してください。当日の参加申込は非会員料金および入会金が必要です。 
※ いかなる場合でも、正式参加受理後の返金はできません 
 

１－10  競技会当日のタイムスケジュール 
Ａｍ  ７：００～              ゲートオープン 
Ａｍ  ７：１５～   ８：００   参加受付（コントロールタワー前） 

Ａｍ  ７：３０～   ８：３０   車検＆テストラン 
Ａｍ  ８：３５～   ９：０５   競技コース慣熟歩行 
Ａｍ  ９：１０～          ブリーフィング（コントロールタワー前） 
ブリーフィング終了１５分後～  第１ヒート→練習走行→コースオープン（４０分間）→第 2 ヒート  
※参加台数 90 台超の場合、練習走行は行わない。その場合、第 1 ヒート終了後 40 分間コースオープンと

する。 
第２条  参加台数 

 最大１３０台までとする 
第３条  参加車両及び競技クラス区分 
    １）2017 年 JMRC 近畿ジムカーナ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 
・AT クラス…気筒容積、駆動方式を制限しない B 車両。AT 車限定（S タイヤの使用不可） 
・GT-1500 クラス…気筒容積 1500cc 以下の S1500、B、SAX 車両（S タイヤの使用不可） 
・GT-1586 クラス… 気筒容積 1586cc 以上の二輪駆動の B、SAX 車両（86・BRZ・スイフト限定、S タイヤ

の使用不可） 
・GT-FWD クラス…気筒容積 1501cc 以上の前輪駆動の B、SAX 車両（S タイヤの使用不可）  
・GT-RWD クラス…気筒容積 1501cc 以上の後輪駆動の B、SAX 車両（S タイヤの使用不可） 
・GT-4WD クラス…気筒容積 1501cc 以上の四輪駆動の B、SAX 車両（S タイヤの使用不可） 

     ２）JMRC 近畿ミドルシリーズ対象外のクラス（クローズド格式） 
      ・EXP クラス…気筒容積、駆動方式を制限しない B、SAX、SC 車両 
      ・RT クラス…気筒容積、駆動方式を制限しない 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 車両（ルーキー、シニア限定） 
        ※ルーキー、シニアの資格は２０１７年 JMRC 近畿ジムカーナミドルシリーズ併設 RS クラス実施要項に基づく 
          ※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 
   ※ＳＡＸ車両は積車で来場してください。仮ナンバーでの来場は認められません 

第４条  車両変更 
１） 参加申込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、競技会の参加確認受付終了までとすること 

第５条  計  時 
 計時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

動計測装置が故障等により計測不能となった場合に限り、別個の独立したバックアップの自動計測器の

結果を成績とする。 
第６条  ペナルティー 

 走行車両の接触などを原因として、コントロールラインに設置された自動計測装置による計測が不能と

なった場合は、当該車両の当該ヒートを無効とする 
  第７条 順位の決定 

 本大会はスーパーラップ方式を採用する。但し、競技遅延等の場合、競技長裁定でスーパーラップを取

りやめる場合がある 
第８条  賞  典 

１） ＪＡＦ賞：１～３位  ※参加受理台数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：１～６位  ※参加受理台数に応じて次のとおり制限する 

  ３台以下＝１位のみ、４～６台＝１位～２位、７～９台＝１位～３位、 
１０～１１台＝１位～４位、１２～１３台＝１位～５位 

３） EXP クラスは別途定める賞金を授与する 
４） 特別賞を設け、公式プログラムにて発表する。 

 第９条 ヘルメット 
 ヘルメットは２０１７年「スピード行事競技用ヘルメットに関する指導要綱」に基づくものを使用する

こと      
 

本競技会は、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、ならびにＪＭＲＣ近畿共通規則および本大会の特

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。 

公  示 

２０１７ ＰＲＯＸＥＳスーパーＧスラローム 組織委員会 

２０１７年ＪＭＲＣ近畿ジムカーナミドルシリーズ第６戦 

ＰＲＯＸＥＳスーパーＧスラローム 


