JAF公認 準国内競技
2021年JAF関東ジムカーナ選手権 第7戦 JMRC関東オールスターシリーズ 第7戦
JMRC全国オールスター選抜 第7戦 HORMSエキサイティングジムカーナ
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)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及び2021年日本ジムカーナ/ダートトライアル選手権規定、全日ジムカーナ/ダートトライアル
選手権統一規則、スピード競技開催規定、ならびに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1条
第2条
第3条
第4条
第5条
第6条
第7条
第8条

第9条
第10条

第11条

第12条

競技会名称
2021年JAF関東ジムカーナ選手権 第7戦 JMRC関東オールスターシリーズ 第7戦
JMRC全国オールスター選抜 第7戦 HORMSエキサイティングジムカーナ
競技種目
ジムカーナ
競技格式
JAF公認 準国内競技 （公認番号：2021- 1324）
開催日・開催場所
2021年 8月 1日（日）
さるくらモータースポーツランド（長野県飯田市上飯田6997-10）
オーガナイザー
ホソカワレーシング オブ モータースポーツ（HORMS)
〒400-0867 山梨県甲府市青沼1-13-17 TSホソカワ内 代表：細川 昇 055-232-4171
大会組織委員会
組織委員長
細川 昇
組織委員 杉澤 敏朗・植村 隆治
大会審査委員会
審査委員長
堀内 純（THE M・C) 審査委員 田中 和成（N・C・S・C）
競技役員
競技長
細川 昇
コース委員長
杉澤 敏朗
計時委員長
宮下 利一
技術委員長
植村 隆治
救急委員長
菅沼 正彦
事務局長
細川 昇
参加車両
2021JMRC関東ジムカーナシリーズ共通規則第1章第2条に準ずる。
参加資格
1）2021JMRC関東ジムカーナシリーズ共通規則第2章に準ずる。
2）同一車両による重複参加は2名まで認められる。
3）前年度の全日本選手権各部門各クラスの上位1位までに認定されたシードドライバーは、
地方選手権への参加は認められない。
4）コロナウイルス感染対策として、マスク・手洗い洗剤等を用意できる方。
クラス区分
2021JMRC関東ジムカーナシリーズ共通規則シリーズ規定のJMRCオールスターシリーズの
クラス区分に準拠する。
気筒容積（ｃｃ）・駆動方式
クラス 参加車両
JG1 SA・SAX・ 4輪駆動車
後輪駆動のSA・SAX車両・2輪駆動のSC車両
JG2 SC車両
JG3 SA・SAX 1，600ｃｃを超える前輪駆動車
1，600ｃｃ以下の前輪駆動車
JG4 車両
JG6・JG7・JG8に該当しないPN車両
JG5
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
JG6
発行年、またはJAF登録年が2012年1月1日以降の車両
PN車両
1，600ｃｃを超える2輪駆動車（FF・FR)のPN車両
JG7
1，600ｃｃ以下の2輪駆動車（FF・FR)のPN車両
JG8
JG9 P・PN・AE オートマチック限定免許で運転できる4輪駆動車
オートマチック限定免許で運転できる2輪駆動車
JG10 車両
気筒容積・駆動方式制限なし
JG11 D車両
気筒容積なしの4輪駆動車
JG12
PN車両
気筒容積なしの2輪駆動車（FF・FR)
JG13
※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3章第17条 1） （4）を適応する。
※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）を適応する。
※3の記号があるクラスは以下のタイヤ規制を適応する。
UTQGのTREAD WEARが280以上（タイヤの刻印にて確認）のタイヤ。
参加申込先及び参加申込期間
1）参加申込先（問合せ先）
〒400-0867 山梨県甲府市青沼1-13-17 TSホソカワ内 細川 昇宛 055-232-4171
2）参加申込期間

※1

※2

※3

第13条
第14条
第15条

第16条
第17条

第18条
第19条

第20条
第21条

2021年7月1日（木）～2021年7月22日（木）必着
3）参加料
① 1名 17，000円（入場料込・昼食なし）キッチンカーの出店があります、要予約。詳しくはチラシを参照。
② JMRC関東加盟クラブ/団体の会員は、参加申込書にJAF登録印を押印した方のみ1，000円の
割引が適応される。（申込書に直接押印ではない場合は割引適応外）
③ 2021JMRC関東ジムカーナシリーズ共通規則に記載のSA・A・B・Lシードドライバーは、
1，000の割引が適応される。
4）参加申込方法
① 参加申込書・改造申告書・住所シールに必要事項を記入し、署名・捺印した書類と参加料を
同封した現金書留での郵送申込。
② 参加申込書・改造申告書・住所シールに必要事項を記入し、署名・捺印した書類を郵送で行い、
参加料は下記口座へ振り込みでの申込。
【振込先】 楽天銀行 ロック支店（202） 普通預金 番号：2556722 名義：ホソカワ ノボル
5）参加申込における注意事項
①銀行振込で申込の場合、申込期限までに書類ならびに参加料振込のいずれかのみの場合は
参加申込不備とみなし参加申込期間内申込完了とはならない。
また振込人名の前に参加クラスを記入して下さい。
②コロナウイルス対策として、大会当日入場時に体温測定・症状の確認をします。
参加者・同乗者の体温測定を非接触体温計にて行い、37.5℃以上の場合は接触型体温計にて
再測定を行い、再測定でも37.5℃以上の発熱があれば、入場および参加を拒否します。
その場合、拒否の対象となった参加者の参加料は返却いたしません。
③開催日前2周間以内に発熱や感冒症状で受診や服薬した場合は参加できません。
開催日前日までにその旨の連絡をお願いします。その際には第14条を適応します。
（受診記録または診断書等が必要になります。）
参加台数の制限
1）全クラス合わせて100台を上限とします。
2）参加申込みの拒否（不受理）は、2021JMRC関東ジムカーナシリーズ共通規則第3章第9条を適応する。
競技会の中止
申込期間中から競技会開催日までのコロナ感染状況により、緊急事態宣言や地方自治体等からの要請に
より中止になった場合は、参加料から事務手数料として3，000円を差し引いて参加料を返却します。
その他の事項
1）公式通知等の掲示は、会場の公式掲示板にて掲示します。
2）ドライバーズブリーフィングは、指定パドックの車両付近とします。質問事項はスタッフが質問者の所に行き
質問内容を聞きます。
3）慣熟歩行は、全クラス徒歩にて行い、マスク着用を必須とします。ソーシャルディスタンスを保持して下さい。
4）別紙「インフォメーション」を必ずご確認下さい。
5）表彰式は、表彰対象者が密にならないように間隔をあけて行います。
賞典
2021JMRC関東ジムカーナシリーズ共通規則第13章第27条に準拠する。
付則
1）本特別規則書に記載されていない事項は、2021JAF国内競技規則及び2021JMRC関東ジムカーナシリーズ
共通規則を適応する。
2）全クラスにおいて、タイヤウォーム行為（冷却行為含む）は、一切禁止する。
タイムスケジュール
ゲートオープン 6：30～
参加確認受付
7：00～
以降のスケジュールは、受理書ならびに公式通知にて発表する。
コロナウイルス感染症対策についてお願い
1）各自が感染症を出さないいう意識での対応・行動・対処をお願いします。
2）各自、手洗い・うがい・除菌をこまめに行うようお願いします。
3）会場の主だった場所にアルコール等の手指消毒剤を用意しますが、各自においてもできる限りハンドソープや
除菌液・消毒液等を携帯される事をお願いします。
4）マスクは競技出走・飲食時以外は必ず着用するようにお願いします。（マスクは各自持参）
5）車両整備等で他の参加者の車両に触れないようにお願いします。
6）大会当日の入場の際には、オーガナイザーの用意した「問診票」の提出をお願いします。
7）同伴者の方も参加者と同等のコロナ対策を行って下さい。同伴者も「問診票」の提出をお願いします。
8）万一感染者が出た場合は、関係機関へ問診票・名簿を提出する事をご了承下さい。
9）感染対策として、前日の土曜日の午後に「予備受付」を行います。ここで免許証・ライセンス等のチェックを行い
ますので、土曜日に予備受付を行った参加者は、当日の朝は参加確認（出欠）と配布物の受け取りのみとなります。
本規則の解釈
本特別規則書及び競技に関する諸規則（公式通知含む）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。
本規則の施行
本規則は参加申込と同時に有効となる。
大会組織委員会
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締め切り
：
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遵守事項

：

9

その他

：

ル

HORMSジムカーナ練習会のご案内
2021年7月31日（土）
さるくらモータースポーツランド 長野県飯田市上飯田6998-10
1名 7，000円（入場料込 昼食なし キッチンカーの出店があります。※要予約
下記の申込用紙に必要事項を記入の上、参加料を添えて現金書留、または銀行振込みで申込書は
郵送で申し込むこと。（振込先：楽天銀行 ロック支店（202） 普通預金 No.2556722
「ホソカワ ノボル」まで・8月1日分と一緒にお送り下さい。
〒400-0867 山梨県甲府市青沼1-13-17 TSホソカワ内 細川 昇宛
TEL：055-232-4171
2021年7月22日（木）必着 原則として当日エントリーは受付ません。
受付
7：30～
コースオープン 8：10～8：45
ブリーフィング 8：45～8：55
走行
9：00～12：00
13：00～15：00（予定）
昼休み
12：00～13：00
予備受付
13：00～15：00
走行終了
15：00（予定） 規定本数終了後自由解散
完全退去
16：00（予定）
ドライバーは、ヘルメット・グローブ・長袖・長ズボンを必ず着用して下さい。
助手席に乗る場合でも同様にして、マスク着用して下さい。
・ 重複参加は2名までとします。午前・午後共に同じコースで行います。（4本の予定）
・ 8月1日（日）の地区線に参加の方に限る。
・ 翌日の競技会準備の為、走行終了時間が早まる場合があります。
・ 受付時間に間に合わなかった場合でも走行は可能ですが、スタートに間に合わなった場合は、
そのヒートは無効とさせていただきます。
・ 参加台数によっては、走行本数が制限される場合がありますが、ご了承下さい。
・ 当練習会のコロナウイルス対策は、本大会の特別規則書の第10条・第12条・第14条・第19条に
準じます
・日曜日の受付時の密を避ける目的で、13：00～15：00に「予備受付」を行います。
（免許証・ライセンス等のチェック） 時間がある時に済ますようにお願いします。
・全車走行終了後45分後には、全員パドックより完全退去をお願いします。
以上
きりとり線
ＨＯＲＭＳジムカーナ練習会 参加申込書

7月31日（土）分
性別

氏名：

男

・

女

住所：〒

年

月

日

TEL：

参加車名：
重複参加：

生年月日

車両型式：
無

・

8月1日の参加の有無：

有
無

相手の氏名（
・

有

）

参加クラス：

所属クラブ：
誓約書

私は当ジムカーナ練習会に参加するにあたり、コロナウイルス感染症予防策を十分に行います。また、関連して起こった
死亡・負傷・感染・病気・故障・その他の事故で私自身及び車両に受けた損賠について、決して主催者及び係員ならびに
他の参加者に対して非難したり責任を追求したり、損害の賠償請求をしない事を誓約いたします。
なお、この事は事故が主催者及び係員ならびに他の参加者の手違いで起きた場合であっても変わりありません。
また、ドライバーはコース及びスピードに対し適格であり、ジムカーナ走行が可能であることも誓います。
また、コース等の施設に損害を与えた場合は、速やかにそれを弁済することを誓約します。
年

月

日

運転者署名
印
親権者署名（運転者が未成年の場合）
印

受付日

年

月

日受付No.

受領額：

2021年JAF関東ジムカーナ選手権 第7戦
JMRC関東オールスターシリーズ 第7戦
JMRC全国オールスター選抜 第7戦
HORMSエキサイティングジムカーナ
開催日：2021年8月1日（日）
開催場所：さるくらモータースポーツランド
オーガナイザー：ホソカワレーシング オブ モータースポーツ（ＨＯＲＭＳ）
全参加者宛

発行

インフォメーション

大会事務局
No.1

JAFお知らせ（2020.5.27） JAF公認競技会 基本的な感染対策のあり方に基づく、本大会の対策
JAFお知らせ（2021.1.7） 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
本競技会開催にあたり、上記JAFお知らせに基づき、下記の感染対策を実施します。
参加者におかれても、コロナ感染に対しては、自分の身は自分で守る意識を高くもって参加・行動して下さい。
1

本競技会の前後を含めた適切な感染予防対策の実施
① 過去2週間以内に症状のあった方、過去2週間以内に渡航歴のある方は参加申込をご遠慮下さい。
② 大会当日、体調不良の方の参加はご遠慮下さい。
・起床時に体調がおもわしく無いと感じた時。
・入場時に参加者（同伴者含む）の体温を非接触体温計で測定します。
また、受理書に同封した問診票の提出をお願いします。
・入場時に非接触体温計での測定値が37.5℃以上の場合は、接触型体温計での再測定を行い
それでも37.5℃以上の発熱であれば、入場をお断りする事となります。
③ 飛沫感染を防ぐ為に、参加者（同伴者）は必ずマスク着用をお願いします。（参加者競技走行時及び飲食時は除く）
④ 参加者名簿（同伴者含む）は事務局で適正に管理します。
⑤ 会場の主だった施設に、オーガナイザーとしてアルコール等の手指消毒剤を設置しますが、参加者各自においても
出来る限りハンドソープ・除菌液・消毒液等を携帯する事をお願いします。（推奨）

2

本競技会期間中のクラスター感染発生リスクの高い状況回避のための対策
① 競技会会場への入場者の制限を行います。
・参加者と同行できる同伴者は1名までとします。
・クラスター発生時の感染経路追跡を確保するために、同伴者がある場合は、受理書に同封した問診票に
必ず必要事項記載と署名をお願いします。
② 会場に入場できるのは、参加者とその参加者と同時に入場する同伴者に限ります。
③ 本競技会開催中は入場ゲートを閉鎖して、関係者以外の立ち入りを禁止します。

3

競技車両パドックについて
① 参加者はオーガナイザーの指定した場所に車両を駐車して下さい。
② パドックは会場の駐車枠とし、ゼッケン順で2枠で1台でパドックを配置します。（Wエントリーの場合は別）
（参加台数で変更が生じる場合でもソーシャルディスタンスを保持出来る配置とします。）
③ 隣り合い同士が密にならないように、パドックスペースを譲り合って作業を行うようにして、ソーシャルディスタンスを
保持することをお願いします。

4

本競技会の受付について
① 参加受付での密を避ける目的で、前日練習会に参加された方は、前日の土曜日の13：00～15：00の間に
「予備受付」を行い、免許証・ライセンス等のチェックを行います。お時間のある時に済ますようにお願いします。
② 予備受付をされた参加者は、本番当日は参加確認（出欠）と配布物の受け渡しのみとなります。
③ 予備受付をされていない参加者は、本番当日に「受付」を行います。
④ ①～③の場合でも密にならないように1.5～2ｍのフィジカルディスタンス（ソーシャルディスタンス）をお願いします。

5

慣熟歩行の際の注意事項
① 慣熟歩行の際もマスク着用、密接を避け、会話も必要最小限でお願いします。
② 参加台数次第ですが、密になりそうな場合は、クラスごとまたは部門ごとの慣熟歩行になる事もあります。

6

ブリーフィング実施方法
① 参加者は競技車両付近にて場内放送のブリーフィングを受けて下さい。車内で受ける事も可能ですが、必ず
窓を開けて受けて下さい。
② ブリーフィングにおける質問は、ソーシャルディスタンスを保ちオフィシャルとの伝達方法で行います。

7

公式掲示板・競技結果発表方法
① 掲示内容を確認する際にはソーシャルディスタンスの保持をお願いします。
② 密を避ける意味での複数の掲示板の設置を検討中です。

8

公式車検・再車両検査
① ソーシャルディスタンスを保持し車両検査・再車両検査を実施する。
② 車両検査オフィシャルはフェイスシールドを装着し、除菌液・消毒液等を携行して行う。

9

表彰式・閉会式の実施方法

①
②
③
④

表彰式はクラスごとに行う。密を避けるために表彰式参加者は表彰対象者と撮影者のみとする。
表彰式参加者ならびに撮影者は密にならないようソーシャルディスタンスをお願いします。
表彰対象者が2名以内の場合は、1.5～2ｍ間隔で横並び、3名以上の場合は、上からみてジグザグ配置とします。
JAFメダル・賞典はテーブルの上に置き、表彰対象者が自ら引き取るようにします。

10

ゴミの廃棄について
① 参加者（同伴者）は各自ゴミをビニール袋等に入れて密封し、持ち帰るようお願いします。

11

ビデオ撮影について
① 観戦エリアで撮影を行う際には、撮影者同士が密にならないよう、ソーシャルディスタンスを保持して、譲り合って
撮影を行うようお願いします。

12

大会事務局連絡先
2021年7月29日までは
2021年7月30日～8月1日

055-232-4171
090-3544-1234
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