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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）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細則、ＪＭＲＣ近畿共通規則ならびに本競技会

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。 

 

第１章 総  則 

第１条 競技会の名称 

２０２２年ＪＭＲＣ近畿ジムカーナミドルシリーズ第１戦 

ＫＳＣＣジムカーナｉｎ名阪 

第２条 競技種目および格式 

ジムカーナ競技（地方競技／クローズド競技・公認番号：２０２２‐３１０５） 

第３条 オーガナイザー 

関西スポーツカークラブ（略称：ＫＳＣＣ） 

会 長 渡辺 保 

〒577-0827 大阪府東大阪市衣摺５－１－９ 

第４条 大会役員 

会   長  渡辺 保 

組織委員会  委員長 勾田 和利 

       委 員 山中 盛義         委 員    大西 誠 

審査委員会  委員長 西端 伸悦 （ＪＭＲＣ近畿派遣） 

       委 員 村井 友樹 （ＪＭＲＣ近畿派遣） 

競技執行役員 競技長        吉野 恭平     

コース委員長    太田 祐司    計時委員長  山中 盛義 

技術委員長     田中 潤     救急委員長  大西 誠 

パドック委員長   辻 志都旨    事務局長   勾田 和利 

 

第２章 開  催 

第５条 開催日 

２０２２年４月２４日（日） 

第６条 タイムスケジュール 

 ※Ａ・Ｂいずれのタイムスケジュールで開催するかの告知は受理書にて発表する。 

 

ゲートオープン   

受  付      

車  検      

コースオープン 

ブリーフィング   

競技開始      

 

Ａ.参加台数９０台未満の場合 

ＡＭ  ７：００ 

ＡＭ  ７：３０～ ８：３０ 

ＡＭ  ７：４０～ ８：４０ 

ＡＭ  ８：４０～ ９：２０ 

ＡＭ  ９：２５～ 

ブリーフィング終了１５分後～ 

練習走行（参加任意）→ 競技１本目 

終了後４０分間コースオープン 

Ｂ.参加台数９０台以上の場合 

ＡＭ  ７：００ 

ＡＭ  ７：３０～ ８：４０ 

ＡＭ  ７：５０～ ８：５０ 

ＡＭ  ８：５０～ ９：３０ 

ＡＭ  ９：３５～ 

ブリーフィング終了１５分後～ 

競技１本目終了後４０分間コースオープン 

 

 

 

 

 

 

 

第７条 開催場所 

名阪スポ－ツランド E コ－ス 

所在地：奈良県山辺郡山添村切幡１３４３－１   

 

第３章 参  加 

第８条 参加資格 

ミドルシリーズ対象クラス（地方競技）に参加を認められる者は、有効な自動車運転免許証を所持しＪＡＦ国内競

技運転者許可証を所持していること 

 



第９条 参加受付 

９－１  参加受付期間 

２０２２年４月３日（日）～２０２２年４月１４日（木）必着 

※期日内に申し込みが遅れる可能性がある場合は、４月１４日までに電話にて問い合わせください。  

９－２  参加申込時の提出物 

(1)参加申込書（ＪＭＲＣ近畿共通申込書を使用すること） 

(2)誓約書 

(3)車両改造申告書 

(4)参加料 

９－３  参加申込方法 

     ①現金書留による郵送 

      参加料と参加申込書を同封し現金書留にて郵送 

     ②銀行振込を利用する場合 

      参加料を振込の上、参加申込書と振込明細等振込が証明できるもの（コピー可）を同封し郵送。 

なお、複数の参加者の参加料を同時に振込む場合は、その氏名を別紙または振込明細の欄外に記載すること。 

      ※銀行振込利用の場合は、参加申込書および参加料が揃った時点で参加申込みとする。 

      【振込先】 三井住友銀行 小阪支店（店番：１６６） 普通 ６８９７７７８ 

            口座名 関西スポーツカークラブ 事務局長 池田哲也 

（カンサイスポーツカークラブ ジムキョクチョウ イケダテツヤ） 

９－４  参加申込場所および問合せ先（大会事務局） 

関西スポーツカークラブ ジムカーナ事務局 

〒５７７‐０８２７ 大阪府東大阪市衣摺５‐１‐９  

ＴＥＬ０６‐６３２７‐６５２２  携帯０９０‐１０７９‐１０７８ 

第１０条 参加料 

１名          １４，０００円（全国ＪＭＲＣ会員 １３，０００円） 

学生の方１名       ９，０００円（全国ＪＭＲＣ会員  ８，０００円） 

ＥＸＰクラス１名    １０，０００円（全国ＪＭＲＣ会員・学生も同額） 

ＲＴクラス １名    １１，０００円（全国ＪＭＲＣ会員・学生も同額） 

※いかなる場合でも正式参加受理後の返金はできません。 

※新型コロナウイルス感染症の影響により参加を自粛せざるを得ない方については事務手数料として 

１０００円を差し引いた金額を返金致します。 

第１１条 参加台数 

原則として１００台までとする。 

第１２条 参加車両および競技クラス区分 

１２－１ ２０２２年ＪＭＲＣ近畿ジムカーナミドルシリーズ対象クラス（地方競技） 

２ＰＤクラス：気筒容積および駆動方式を制限しない２ペダルのB 車両。ＥＶ、ＨＶ含む。 

（使用禁止タイヤ注意） 

ＢＲ１クラス：気筒容積1582cc 以下のＢ車両。（使用禁止タイヤ注意） 

ＢＲ２クラス：気筒容積を制限しない前輪駆動のＢ車両。（使用禁止タイヤ注意） 

ＢＲ３クラス：気筒容積を制限しない後輪駆動のＢ車両。（使用禁止タイヤ注意） 

ＢＲ４クラス：気筒容積を制限しない４輪駆動のＢ車両。（使用禁止タイヤ注意） 

ＰＮ２クラス：気筒容積を制限しない2 輪駆動（ＦＦ、ＦＲ）のＢ車両。（使用禁止タイヤ注意） 

ＰＮ４クラス：ＰＮ２以外のＰＮ車両。（使用禁止タイヤ注意） 

      ※ＰＮ２・ＰＮ４クラスは2006 年以降の新規ＪＡＦ登録車両に限る。 

※過給装置付き車両：元の気筒容積に係数１.７を乗じた気筒容積のクラスとする 

※使用禁止タイヤについてはJMRC 近畿ジムカーナ部会「タイヤ規制」参照のこと 

１２－２ ２０２２年ＪＭＲＣ近畿ジムカーナミドルシリーズ対象外クラス（クローズド競技） 

ＥＸＰクラス：気筒容積・駆動方式を制限しないＢ・ＳＡＸ・ＳＣ車両 

       （２０２２年ＪＭＲＣ近畿ジムカーナミドルシリーズ併設エキスパートクラス実施要綱に基づく） 

ＲＴクラス ：気筒容積、駆動方式を制限しないＢ車両。Ｓタイヤの使用禁止。ライセンス不所持者限定 



※クローズド競技の参加者は、主催クラブの準会員として参加していただきます。 

※ＳＡＸ車両で参加の方は、必ず車両運搬車で車両を運搬すること。仮ナンバー（回送運行許可番号標および臨

時運行許可番号標）での来場はできません。 

※使用禁止タイヤについてはJMRC 近畿ジムカーナ部会「タイヤ規制」参照のこと。 

 

第４章 競  技 

第１３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、別個のバックアップの自動計測器の計測結果を成績とする。 

第１４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が計測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５章 賞  典 

第１５条  賞  典 

１５－１ ２０２２年ＪＭＲＣ近畿ジムカーナミドルシリーズ対象クラス（地方競技） 

１）ＪＡＦ賞（１～３位）※参加受理台数７台以上のクラスに限る。 

２）主催者賞（１～６位） 

ただし、参加受理台数に応じて下記のとおり賞典を制限する。 

       ３台以下   → １位      ４～６台 → １～２位   ７～９台 → １～３位 

       １０～１１台 → １～４位  １２～１３台 → １～５位  １４台以上 → １～６位 

１５－２ ２０２２年ＪＭＲＣ近畿ジムカーナミドルシリーズ対象外クラス（クローズド競技） 

１）ＥＸＰクラス   → 別途定める賞金を授与する。 

２）ＲＴクラス    → 主催者賞 

                                        大会組織委員会 

 

 

協 賛 
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            （順不同） 

 


