ＪＡＦ公認準国内競技
組織許可番号 2017 年度 1116 号

ＪＭＲＣ関東ラリーシリーズ
長野県ラリーシリーズ第３戦

はと車ラリー２０１７
特 別

規 則

書

（初中級者向け）

開催日
主
協

催
力

２０１７年７月２９日（土）
ラリーチームはと車（ＲＴ－はと車）
ＪＡＦ関東地域クラブ協議会長野県支部

公

示

本競技会は、日本自動車連盟（ＪＡＦ）公認の基にＦＩＡ国際モータースポーツ競技規則に準拠した
ＪＡＦ国内競技規則ならびにＪＭＲＣラリーシリーズ関東地域統一規則書及び本競技会特別規則書に
したがって開催される。

第１条 競技会名称及び格式
1) JMRC 関東ラリーシリーズ

2) ＳＳの総距離は 17km とする。
3) スタート地点は野沢温泉村役場。

長野県ラリーシリーズ第 3 戦

4) 指示速度区間有り。

はと車ラリー2017

5) タイムトライアル区間有り。(舗装・非舗装路面）

2) ＪＡＦ準国内競技

第２条 競技会の種目
四輪自動車によるタイムラリー

第３条 オーガナイザー
1) 名称
ラリーチームはと車（ＲＴ－はと車）
2) 所在地

第６条 大会事務局
お問い合わせ先：rt_hato@yahoo.co.jp（メイン）
〒389-2503 長野県下高井郡野沢温泉村前坂 8101
ラリーチームはと車
TEL 080-5142-6623

FAX 0269-85-3330

担当 宮崎

第７条 大会役員

〒389-2503

大会会長

斉藤

賢市

長野県下高井郡野沢温泉村前坂 8101

審査委員長

小口

貴久

審査委員

横山

博

組織委員長

斉藤

淳一

組織委員

宮崎

克巳

競技長

宮崎

克巳

コース委員長

山岸

佑也

計時委員長

石澤

裕子

3) 代表者
斉藤 賢市

第４条 開催日
平成 29 年 7 月 29 日（土）

第５条 開催場所（コース）
1) 野沢温泉村周辺 170Km とする。
詳細はルートブックで示す。

第８条 競技役員

斉藤

賢市

技術委員長

斉藤

康之

救急委員長

石澤

裕子

事務局長

宮崎

秀樹

きない場合は出走できない。
2) ラリー保険（ＪＡＦサービス保険部）
主催側としてＪＡＦサービス保険部を紹介する。希望者

第９条 参加料

は車検証及び免許証の両面コピーと保険証(等級がわか

1 台 2 名 40,000 円（夕食・宿泊・朝食含む）

るもの)を事務局に 7 月 19 日までに申込む。保険金額は

但し、ＪＭＲＣに加盟しているＪＡＦ登録クラブ及

事務局より通知して、当日受付にて支払う。

び団体に所属していない参加者は 1 名当たり 1,000

3) JMRC 関東ラリー共済

円を増額した金額とする。

Dr、Nv ともに JMRC 関東に加盟しているクラブ員でかつ

第 10 条 参加申込及び 締め切り

見舞金制度もしくはスポーツ安全保険 C 区分のいずれか

1) 参加申込先

に加入している者は共済に加入できる。希望者は参加申

必要事項を記入した参加申込書を郵送またはＥ

込み時にライセンス番号と所属クラブを提示して共済掛

メールにて申込すること。

け金 5,000 円を参加料の口座に振込むこと。

第 13 条 アシスト行為（サービス）

①郵送の場合…〒389-2502
野沢温泉郵便局留め

1） 本競技会は、アシスト行為を行うことができる。

はと車ラリー大会事務局

2） アシスト行為の申込みは、本競技開催当日行う。

②Ｅメールの場合…rt_hato@yahoo.co.jp
※Ｅメールで申込をする場合、署名・押印をした
原本を大会当日持参し、受付に提出してください。
2) 支払い方法
現金書留または振込みにて支払うこと。
①現金書留の場合…大会事務局
②振込みの場合…ながの農協
口座番号
口座名称

野沢温泉支所

6163629
ラリーチームはと車 宮崎 秀樹

※振込明細書を参加申込書と一緒に提出するこ
と。複数のクルーでまとめて支払う場合や振込
人名義と参加者が異なる場合もその旨を振込明
細書に記載すること。
3）参加申込受付期間
平成 29 年 7 月 6 日（木）～7 月 20 日(木)必着
4) 参加申込書データ版は当クラブＨＰ参照
http://www.janis.or.jp/users/rt-hato/

第 11 条 クラス分け

3) アシスト行為のみは無料

第 14 条 タイムスケジュール
集合場所

長野県下高井郡野沢温泉村役場前

受付

7:00a.m. ～ 7:30a.m.

車検

7:00a.m. ～ 8:30a.m.

ﾄﾞﾗｰﾊﾞｰｽﾞﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ

9:00a.m. ～

１号車スタート

10:01a.m.

第 15 条 参加車両
1) 参加車両は 2017JAF 国内車両規則、第 2 編ラリ
ー車両規定（RN・RJ・RF・AE・RPN 車両）又は RB
車両（2002 年ラリー車両規定）であること。
2) 参加車両に装着されるタイヤはスペアタイヤを
含めダート用ラリータイヤのみとする。
3) 全参加車両は OK/SOS ボードを２枚携行すること。

第 16 条 減点
ＳＳ区間は走行所要時間 0.1 秒につき 0.1 点。
同点の場合は以下の順位とする。
1) ＳＳ減点の少ないチーム

Ａ： 気筒容積が1000cc を超え1500cc 以下の車両

2) ０減点区間の多いチーム

Ｂ： 気筒容積が1500cc を超え3000cc 以下の車両

3) オーガナイザーの決定による

Ｃ： 気筒容積が3000cc を越える車両

Ｋクラスのラリー区間の減点はとらない。

Ｋ： 気筒容積が 1000cc 以下の車両

第 12 条 保険

第 17 条 賞典
各クラスの 1 位から 3 位を表彰対象とする。

保険は以下の 3 通りのいずれかに加入すること。

1 位～3 位

1) ラリー保険（各自の保険）

ただし、表彰対象者数は各クラスの参加台数により

参加者はオーガナイザーの指定する本競技会に有効な競
技用保険に加入すること。（対人 500 万円、搭乗者 500
万円）参加者各自で同等以上の保障を有する保険に加入
して、開催当日までに受付へ保証書のコピーを提出する
こと。本競技開催当日に競技用保険の加入した確認がで

JAF メダル、主催者賞、副賞

変更する場合がある。

