ＴＡＳＫテクニカルジムカーナ 2021 特別規則書
第１条 競技会の定義及び組織
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、国際自動車連盟（FIA）の国際モータースポーツ競技規
則に準拠した JAF 国内競技規則及びその細則、2021 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、2021JMRC 関東ジムカーナシリーズ共通規則及び本競技会特
別規則に従い、JAF 公認準国内競技として開催される。
第２条 競技会の名称
2021 年 JAF 関東ジムカーナ選手権第 5 戦
JMRC 関東オールスターシリーズ第 5 戦
JMRC 全国オールスター選抜第 5 戦
ＴＡＳＫテクニカルジムカーナ２０２１
第３条 競技種目
ジムカーナ競技
第４条 競技の格式
ＪＡＦ公認 準国内競技 公認番号 ： 2021 年第 1317 号
第５条 開催日程
2021 年６月１３日（日）、１日間
第６条 競技開催場所
名称 ： スピードパーク新潟
所在地 ： 新潟県胎内市松波 1013-36、TEL：0254-45-2900
第７条 オーガナイザー
名称 ： チームオートスポーツ下越（ＴＡＳＫ）
代表者 ： 青山 誠志
所在地 ： 〒950-0809 新潟市東区柳ヶ丘 3-29
（有）サカモトエンジニアリング新潟東店イーストベース
TEL：025-384-0513 FAX：025-384-0514
第８条 大会組織委員会
組織委員長 青山 誠志
組織委員
三浦 修嗣
間 光正
第９条 大会審査委員会
審査委員長 堀内 純（ＴＨＥ・ＭＣ）
審査委員
玉木 栄一（ＲＵＮ）
第１０条 競技役員
競技長
深井 富美夫
副競技長
青山 誠志
コース委員長 渡邊 潤
計時委員長 伊藤 勝雪
技術委員長 佐藤 健
救急委員長 間 光正
事務局長
青山 誠志
第１１条 参加資格
１） 2021JMRC 関東ジムカーナ共通規則第 2 章に準拠する。
２） 同一車両による重複参加は 2 名まで認められる。

３） 2020 年の全日本選手権各部門各クラス 1 位のドライバーの参
加は認めない。
４） 内閣府並びにＪＡＦの感染防止対策に理解と協力ができる方。
第１２条 参加申し込み及び参加費用
１） 参加申込先及び問合せ先
〒950-0809 新潟市東区柳ヶ丘 3-29 イーストベース内
TASK 事務局
TEL：025-384-0513 FAX：025-384-0514
E-MAIL : eastbase@sakamotoeng.co.jp
２） 参加受付期間
受付開始 ： 2021 年５月１３日（木）
締
切 ： 2021 年６月 ３日（木）必着
３） 参加申込み方法
所定の参加申込書・車両申告書・住所シールに必要事項を記入
し、署名捺印のうえ参加料を添えて大会事務局まで現金書留に
て申し込むこと。
参加料を銀行振込にする場合は下記口座へ氏名に参加クラス
を追加入力して振込み、参加申込書、車両申告書、住所シール
は大会事務局まで遅延することなく郵送すること。
振込口座 ： PayPay（ペイペイ）銀行 はやぶさ支店
普通 ５８１１５０９、 名義 ：青山 誠志（アオヤマ マサシ）
４） 参加料
１名 ￥１７,０００円（昼食なし、入場無料）
①2021 年 JMRC 関東加盟クラブ・団体のクラブ員、
￥1,000 円割引（ただし、参加申込書に加盟クラブ団体の捺印
がない場合は割引対象外）
②2021 年 JMRC 関東ジムカーナシリーズ共通規則に記載され
ている全シードドライバー、\1,000 円割引
※ 申し込み期間中から開催日までにコロナ感染状況の変化に
よって地方自治体の要請等により競技会が中止となった場合は、
参加費から必要事務諸経費を差し引いて、現金書留・銀行振込
等により返還する。
第１３条 参加人数
感染防止対策を考慮して、１００名を上限とする。
第１４条 競技会のタイムスケジュール
ゲートオープン ； 6：30
参加確認受付 ； 6:40～7:20 公式車両検査 ； 6:50～7:40
慣熟歩行 ； 7:40～8:30
ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｽﾞﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ ； 8:35～
第１ヒート ； 9:00～
慣熟歩行 ； １ﾋｰﾄ終了～12:50
第２ヒート ； 13:00～
表彰式(閉会式) ； 2 ﾋｰﾄ終了45分後～
第１５条 参加車両
2021JMRC 関東ジムカーナ共通規則第 1 章第 2 条に準拠する。

第１６条 クラス区分
2021JMRC 関東ジムカーナシリーズ共通規則 7 ページのシリーズ
規定、1.JMRC 関東オールスターシリーズ・クラス区分に準拠する。
クラス
ＪＧ１
ＪＧ２
ＪＧ３
ＪＧ４

参加車両
ＳＡ・ＳＡ
Ｘ・
ＳＣ車両
ＳＡ・ＳＡ
Ｘ・
車両

ＪＧ５
ＪＧ６

気筒容積(cc)・駆動方式
４輪駆動車
後輪駆動のＳＡ・ＳＡＸ車両、２輪駆動のＳＣ車両

＊
１

1,600cc を超える前輪駆動車
1,600cc 以下の前輪駆動車
ＪＧ６・ＪＧ７・ＪＧ８に該当しないＰＮ車両

ＰＮ車両

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

＊

ＪＧ７
1,600cc を超える２輪駆動(FF・FR)のＰＮ車両 ２
ＪＧ８
1,600cc 以下の２輪駆動(FF・FR)のＰＮ車両
ＪＧ９
Ｐ・ＰＮ・Ａ オートマチック限定免許で運転できる４輪駆動車
Ｅ車両
ＪＧ１０
オートマチック限定免許で運転できる２輪駆動車
ＪＧ１１
Ｄ車両
気筒容積・駆動方式制限なし
ＪＧ１２
気筒容積制限なしの４輪駆動車
＊
ＰＮ車両
３
ＪＧ１３
気筒容積制限なしの２輪駆動車(FF・FR)
＊１の記号があるクラスは 2021 年全日本ジムカーナ/ダートトライアル選手
権統一規則第 17 章 1)(4)を適用する。
＊２の記号があるクラスは 2021 年全日本ジムカーナ/ダートトライアル選手
権統一規則第 2 章第 2 条 2)を適用する。
＊３の記号があるクラスは以下のタイヤ規制を適用する。
UTQG の TRED WEAR が 280 以上(タイヤの刻印にて確認)のタイヤ。

第１７条 参加受理
参加受理書の発送をもって参加受理とする。
第１８条 競技番号
ゼッケンは公式車両検査前までに、競技車両の左右面の認識しや
すい場所（ドアを推奨）に貼付すること。
第１９条 賞典
各クラスとも参加台数の３０％以内(小数点以下四捨五入)を表彰対
象とする。
第２０条 付則
１） 本大会特別規則以外は 2021JAF 国内競技規則及び 2021JMRC
関東ジムカーナシリーズ共通規則に準ずる。
２） 本特別規則発行後 JAF において決定された事項は、全て本特
別規則に優先する。
３） 本特別規則及び競技に関する諸規則の解釈に疑義が生じた場
合は、大会審査委員会の決定を最終とする。
参加者・関係者の皆さんにおかれましては、内閣官房指針、並
びにＪＡＦから発信されている各種新型コロナウィルス感染症防止
対策に基づいた行動に、理解と協力をお願いいたします。
また、感染拡大状況を踏まえた最新の感染対策について、別途
受理書等で連絡・依頼いたします。
チームオートスポーツ下越（ＴＡＳＫ）大会事務局

2021 年 JAF 関東ジムカーナ選手権第 5 戦
JMRC 関東オールスターシリーズ第 5 戦
JMRC 全国オールスター選抜第 5 戦

ＴＡＳＫテクニカルジムカーナ２０２１

新型コロナウィルス感染防止対策に係るお願い
２０２１年５月１日現在、標記ウィルス感染により一部の地域には、日本政府から緊急事態宣言並びにまん
延防止等重点措置が発出されている状況下にあります。また、感染状況は日々刻々と変化しており、予断を許
さない状況となっています。一方、当競技会はＪＭＲＣ関東地区の地方選手権等の競技会であることに鑑み、
競技会主催者・組織委員会は、現在競技会の開催に向けて鋭意準備を進めております。
しかるに、競技会開催の最終決定については、開催日直前の関東地区各県の感染状況並びに競技会の開催地
（新潟県胎内市）の感染状況等を含めた現状等を総合的に勘案し、判断することとなることをあらかじめご了
承ください。
参加者におかれましては、以上のこと、また下記感染防止対策等に理解とご協力
いただくことを了承の上、参加申し込みをされることをお願いいたします。
大会組織委員会

主催者・会場における感染対策
並びに 参加申し込みにあたっての依頼事項
１ 競技会当日（前日練習会を含む（以下同じ）
）は、いわゆる「無観客」での開催といたします。
なお、参加者以外は３名までの同伴者の入場を可能とし、別途受理書等に同封する関係書類で申請
してください。
２ 会場（ＳＰＮ）におけるパドック配置を見直し、１「列」ごとの配置とし、
「前後」の間隔（ディ
スタンス）を確保しました。それにより、参加台数の上限を１００台までとしました。
３ 会場の主だった施設には、アルコール等の手指消毒剤を配置いたしますが、参加者各自において
もできる限りハンドソープや除菌液・消毒液等を携行し活用してください。
４ 過去２週間以内に、感染が疑われる症状があった方、感染が拡大している地域や国に訪問歴があ
る方は、参加をご遠慮ください。
５ 保健所等から、濃厚接触者または自宅待機を指示された方で、ＰＣＲ検査で陰性と判定されてい
ない方は、参加をご遠慮ください。
６ 競技会当日、感染が疑われるような体調不良の方は、参加をご遠慮ください
７ 競技会当日、入場時に非接触型体温計で計測して３７.５℃以上の場合は、接触型体温計で再計測
を行い、それでも３７.５℃以上の発熱であれば、入場をお断りすることとなります。
８ 参加者（同伴者を含む）は、飛沫感染を防ぐため、必ずマスクの着用をお願いします。
（競技走行
時及び飲食時を除く）
９ その他、具体的な感染対策に係る連絡・依頼事項は別
途参加受理書にて通知いたします。
10 感染対策の詳細にあたっては、ＪＡＦ発出の「モータ
ースポーツ参加者・関係者さまへ 新型コロナウイルス感
染防止対策に係るお願い（2021 年 1 月 7 日版）
」
、並びに
「
【基本的な感染対策のあり方の例】-ver.3-」を参照し、
参加者の皆さんの理解と協力をお願いいたします。

ＴＡＳＫテクニカルジムカーナ２０２１
前日練習会のお知らせ
■
■
■
■

日時：２０２１．Ｒ３． ６月１２日（土）
場所：スピードパーク新潟（ＳＰＮ）
、 新潟県胎内市松波 1013 番地 36、TEL:0254-45-2900
主催：チームオートスポーツ下越（ＴＡＳＫ）
日程：７：３０～ ゲートオープン（早い時間からゲート前に並ばないようお願いします）
７：３５～８：１０ 受付
７：４０～８：４５ コースオープン
８：４５～８：５５ ブリーフィング
９：００～１６：００ 走行（１２：００～１３：００は昼休み）
※走行は４本程度を予定しています。また、１７：００には完全退場願います。
※昼食は各自で用意してください。

■ 参加資格：原則として、ＴＡＳＫテクニカルジムカーナ２０２１の参加者に限ります。
（下記お弁当代金は、当日支払いとなります）
■ 参加申込：参加料
１日１名 ￥８,０００円（入場無料）
申込方法 下記の参加申込書に記入・誓約書に署名捺印のうえ、キリトリセンから切離し、
大会参加申込書とともに参加料を添えて現金書留にて郵送するか、お支払い
方法が銀行振込の方は申込書を大会参加申込書とともに郵送して下さい。
申込先
〒950-0809 新潟市東区柳ヶ丘 3-29 イーストベース内 ＴＡＳＫ事務局
TEL 025-384-0513
FAX 025-384-0514
申込締め切り ６月３日（木）必着

ｷ ﾘ ﾄ ﾘ
ＴＡＳＫテクニカルジムカーナ２０２１ 前日練習会・参加申込書
参加者氏名：

競技会・参加クラス：

〇印を付してください。

重複参加： 有 ・ 無

重複参加者名

〇印を付してください。

積載車の有無： 有 ・ 無 （ 有の方は積載車の積載台数

台、他参加者氏名

）

※参加者の他の情報は、競技会参加申込書から引用させていただきます。

誓

約

書

本練習会参加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の受けた損害について、主催者・役
員・会場所有者等に対して、非難したり責任を追及したり、また損害賠償を請求したりしないことを誓約します。
記入日：

年

月

日

運転者住所：

運転者：

満 20 歳未満の場合は親権者署名

印

印

競技会・当日（１３日（日）） 昼食申込書

提供

麺丼屋くら

競技会当日のみですがお弁当の注文が可能です。練習会（土）は、各自でご用意ください。

１３日（日）は、会場で麺類
のケータリングサービス
を予定しています。

個
たれかつ弁当

Ｎｏ ｉｍａｇｅ
内容はシェフにおまかせ

当日のお楽しみ♪
とり南蛮弁当：５００円（税込）

たれかつ弁当：５００円（税込）

おまかせ弁当：５００円（税込）

注 文 数
とり南蛮弁当

代金は、当日
直接お弁当店
にお支払いく
ださい。

個
おまかせ弁当
個
合計

円

「スピードパーク新潟」ジムカーナ練習会の案内
6 月 13 日に開催する「TASK テクニカルジムカーナ 2021」の参加者が練習に使用出来る
よう、11 日（金）も会場を貸し切りにしています。
コースオフィシャルは居ませんが、参加する皆さんで自由なコース設定が可能です。
タイム計測は、車両に発信機を取り付け、コース上の既設計時ラインでの計測となります。
走行タイムはコース上の表示ボードとピットのモニター画面で確認出来ます。
お時間に余裕のある方はぜひご利用下さい。

・会場

スピードパーク新潟

・期日

6 月 11 日（金）

TEL 0254-45-2900

・タイムスケジュール
ゲートオープン

8:00

走行時間

9:00～12:00

ゲートクローズ

17:00

・参加費

一日 7,000 円

（受付はサーキット事務所で随時）
13:00～16:00（12:00～13:00 は走行不可）

半日 4,000 円（保険料、計測料、消費税込）

※参加費は当日サーキット事務所でお支払い下さい。
※サーキット事務所で走行申込書に記入し、計測用発信機を受け取って下さい。
注）①時間途中からでも参加できますが、料金は 1 日か半日の料金になります。
②タイム計測用発信機は 35 台分だけになります。
③設備品、パイロン、発信機等の破損時は実費請求されます。
当日参加ももちろん OK ですが、参加台数をある程度把握したいので、希望者はなるべく事前に
TASK 事務局までお電話かメールにてご連絡下さい。
TASK 事務局

TEL 025-384-0513

担当

青山

Email: eastbase@sakamotoeng.co.jp

なお当日は、大会時と同様に各自で新型コロナウィルス感染拡大防止に努めて下さい。

