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公 示 

２０１０年ＪＡＦ全日本ラリー選手権第５戦「２０１０ＡＲＫ ＲＡＬＬＹ ｉｎ 後志 」は、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の国内競技規則とその付則、２０１０年日本ラリー選手

権規定、２０１０年全日本ラリー選手権統一規則、ラリー競技開催規定および本競技会特別規則に

従い国内競技として開催される。 

 

第１条．プログラム 

アイテム 日時 場所 

エントリー開始 6月 2日（水）10:00 大会事務局 

エントリー締切  6月25日（金）   ～19:00 大会事務局 

サービスパークオープン  7月15日（木）13:00 倶知安サービスパーク 

ラリーＨＱの開設時間  7月15日（木）13:00～19:00    倶知安サービスパーク 

  7月16日（金）06:00～20:00    倶知安サービスパーク 

  7月17日（土）07:00～20:00    倶知安サービスパーク 

  7月18日（日）05:00～15:30    倶知安サービスパーク 

公式掲示板設置時間  7月15日（木）13:00 

7月18日（日）   ～15:30     倶知安サービスパーク  

ロードブック発行  7月16日（金）07:00～15:00 倶知安サービスパーク 

レッキ受付  7月16日（金）06:00～ 6:30 倶知安サービスパーク 

レッキ  7月16日（金）07:00～14:00 

サービス受付  7月16日（金）09:00～ 倶知安サービスパーク 

メディア受付  7月16日（金）13:00～ 倶知安サービスパーク 

メディアブリーフィング  7月16日（金）16:00～ 倶知安サービスパーク 

参加確認  7月16日（金）14:00～15:00 倶知安サービスパーク 

公式車両検査  7月16日（金）14:00～17:00 倶知安サービスパーク 

第１回審査委員会  7月16日（金）17:00～ 倶知安サービスパーク 

共同記者会見 7月16日（金）18:00 倶知安サービスパーク 

デイ１スタートリスト公示  7月16日（金）18:50 公式掲示板 

デイ１スタート  7月17日（土）09:00 倶知安サービスパーク 

スーパーラリー出走申請締切    7月17日（土）19:00       倶知安サービスパーク 

デイ２スタートリスト公示  7月17日（土）20:00 公式掲示板 

デイ２スタート  7月18日（日）06:00 倶知安サービスパーク 

ラリーフィニッシュ  7月18日（日）13:10 倶知安サービスパーク 

暫定結果発表  7月18日（日）14:30（予定） 公式掲示板 

表彰式  7月18日（日）15:00（予定） 第一会館表彰式会場 
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第２条 競技会の名称 

２０１０年ＪＡＦ全日本ラリー選手権 第５戦 

「２０１０ＡＲＫ ＲＡＬＬＹ iｎ 後志」 

 

第３条 競技の格式 

ＪＡＦ公認国内競技 

ＪＡＦ公認番号２０１０－８００５ 

 

第４条 競技種目 

ラリー競技開催規定の付則「スペシャルステージラリー開催規定」による 

ロードセクションにＳＳが含まれる形式のスペシャルステージラリー 

 

第５条 開催日程および開催場所 

日        程：２０１０年７月１６日(金)～７月１８日(日)の３日間 

場       所：北海道虻田郡倶知安町周辺 

ラリースタート  ：北海道虻田郡倶知安町総合体育館駐車場（くとさんパーク駐車場） 

ラリーフィニッシュ：北海道虻田郡倶知安町総合体育館駐車場（くとさんパーク駐車場） 

 

第６条 競技会本部（ＨＱ） 

所在地 ：北海道虻田郡倶知安町北3条西4丁目 

名称  ：北海道虻田郡倶知安町総合体育館駐車場（くとさんパーク駐車場） 

ＴＥＬ ：０９０－６２６８－７２８６ 

開設日程：７月１５日（木）１３：００～１９：００ 

     ７月１６日（金） ６：００～２０：００ 

     ７月１７日（土） ７：００～２０：００ 

     ７月１８日（日） ５：００～１５：３０ 

レイアウト図は別途、公式通知にて告知する。 

 

第７条 コース概要 

スペシャルステージの路面  ：グラベル 

総走行距離         ：４６９．４９Ｋｍ 

スペシャルステージの総距離 ：１００．３１Ｋｍ 

スペシャルステージの数   ：１４本 

セクションの数       ：４ 

デイの数          ：２ 

 

第８条 オーガナイザー 

名称 ：アーク・オートクラブ・オブ・スポーツ（略称ＴＥＡＭ ＡＲＫ） 

代表者：竹道 雄康 

担当者：佐藤 邦彦 TEL 090-6268-7286   FAX 011-641-9023 

E-Mail：secretariat@team‐ark.jp    URL：http//www.team‐ark.jp/ 
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第９条 組織 

9-1 大会役員 

大   会   会   長 福島 世二（倶知安町 町長） 

大 会 名 誉 顧 問 片山 健也（ニセコ町 町長） 

大   会   顧   問 赤松 宏 （赤井川村 村長） 

 

9-2 大会組織委員会 

組  織  委  員  長 原田 雅敏 

組 織 委 員 竹道 雄康 

組 織 委 員 柴田 和典 

組 織 委 員 吉村 圭祐 

組 織 委 員 桜庭 大 

組 織 委 員 馬場 一弘 

 

9-3 審査委員会 

競 技 会 審 査 委 員 長 木全 巖 （ＪＡＦ派遣） 

競 技 会 審 査 委 員 竹下 俊博（ＪＡＦ派遣） 

競 技 会 審 査 委 員 恒松 雅彦（組織委員会任命） 

 

9-4 競技役員 

競  技  長 竹道 雄康 

副 競 技 長 佐藤 邦彦 

副 競 技 長 柴田 和典 

副 競 技 長 中田 省吾 

コース 委 員 長  竹道 雄康 

計  時  委 員 長  佐藤 邦彦 

技  術  委 員 長  石川 和男 

副  技  術  委 員 長 石田 守 

副  技  術  委 員 長 菅野 久夫 

救 急 委 員 長  米澤 章 

救 急 委 員  矢野 求 

救 急 委 員  山崎 真裕 

大 会 医 師 団 長 紙谷 孝則 

スペクテーターマーシャル 吉村 圭祐 

サービスパークコーディネーター 山田 堅一 

競技会事務局長 田代 啓之 

競技会事務局次長 仲野 次郎 

 

9-5 選手リレーション役員 

選手リレーション役員（ＣＲＯ） 原 信義 
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第10条 参加申込受付期間 

10-1 受付開始 

２０１０年６月 ２日（水） １０：００ 

10-2 受付締切 

２００８年６月２５日（金） １９：００ 

 

第11条 参加申込および問い合わせ先（大会事務局） 

11-1 2010 ＡＲＫ ＲＡＬＬＹ ｉｎ 後志 大会事務局 

住所 ：〒063-0849 札幌市西区八軒9条西3丁目2-14 

担当者：佐藤 邦彦 

ＴＥＬ：090-6268-7286 

ＦＡＸ：011-641-9023 

E-mail：secretariat@team‐ark.jp 

URL   ：http//www.team‐ark.jp/ 

 

11-2 提出書類 

１．参加申込書 

２．車両申告書 

３．サービス申込書 

４．レッキ参加申込書 

５．誓約書 

６．ドライバー及びコ・ドライバーの顔写真（４cm×３cm） 

７．ラリー競技に有効な自動車保険（任意保険）の写し 

  （対人、対物、搭乗者保険の金額がわかるもの） 

８．自動車検査証の写し 

９．ＲＦ車両での参加者は参加車両の諸元がわかるもの（カタログ等） 

所定の用紙に必要事項を記入し、それぞれ署名捺印の上、参加料 

（11-3エントリー料金）を添えて参加受付期間内に上記まで申し込むこと。 

 

11-3 エントリー料金 

選手権クラス参加料 １４０,０００円（宿泊代含まず） 

オープンクラス参加料  ９０,０００円（宿泊代含まず） 

レッキ参加料 １５,０００円 

サービスカー登録料 １０,０００円（１台） 

サービスクルー登録料 ３,０００円（１名） 

任意保険代金（未加入の方）は事務局にお問い合わせ下さい。 
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11-4 支払い方法 

上記（11-1）大会事務局へ現金書留にて送付または下記口座に振込のこと。 

①ゆうちょ銀行から振込の場合 

記号 １９０００  番号 ２４２９４８０１ 

②ゆうちょ銀行以外の金融機関から振込の場合 

銀行名：ゆうちょ銀行 店名：九〇八（ｷｭｳｾﾞﾛﾊﾁ） 口座番号：2429480 

口座名義：アーク・オートクラブ・オブ・スポーツ 

北海道札幌市西区八軒９条西３丁目２－１４ サン・デンタルアート内 

佐藤 邦彦  ＴＥＬ：090-6268-7286 

なお、振込料は振込人が負担するものとする。 

 

11-5 その他 

①参加締め切り後の車両、乗員変更の場合は、2,000円の手数料を必要とする。 

②スーパーラリーの申請料は無料とする。 

③国内競技規則4-19による参加拒否の場合、参加料は2,000円の手数料を差し引

き返還される。 

④エントラント及びサービスクルーの宿泊は各自手配のこと。 

宿泊申込および連絡先 

〒044-0033 

北海道虻田郡倶知安町南３条西２丁目 

有限会社ライフマート「第一ツーリスト」 中村 甲 

ＴＥＬ：０１３６－２２－２２３３ 

ＦＡＸ：０１３６－２１－３１００ 

E-mail：iitabi-dkk@nifty.com 

 

第12条 保険 

2010年日本ラリー選手権規定第18条に基づきラリー競技に有効な対人賠償保険

1,000万円以上および対物保険100万円以上ならびに搭乗者保険1,000万円以上

（または共済等1,000万円以上）に加入していること。 

尚、オーガナイザーの用意する保険に加入する場合は、大会事務局にお問い合

わせ下さい。 

 

第13条 音量規制 

本競技会に参加する車両のマフラーは、当該車両の純正品とする。 

 

第14条 参加台数 

本競技会の参加台数は、９０台を上限とする。
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第15条 レッキ実施方法 

15-1 レッキ参加確認日時 

2010年07月16日（金）6：00～6：30 

15-2 レッキ参加確認場所 

北海道虻田郡倶知安町北3条西4丁目 

倶知安サービスパーク 

15-3 スケジュール 

レッキのスケジュールは、コミュニケーションにて告知する。 

15-4 レッキ用ゼッケン 

レッキの間、レッキ参加車両はレッキ用ゼッケンを貼付しなければならない。 

15-5 ルート 

各クルーは、各スペシャルステージを２回走行出来る。ただし同じ区間を重複

使用するスペシャルステージは、１ヵ所で２回の走行とする。 

15-6 厳守事項 

レッキの間、競技者は交通法規を厳守し、いかなる場合にも他の道路使用者の

安全と権利を尊重しなければならない。 

15-7 報告 

レッキ中のいかなる違反も大会審査委員会に報告される。 

15-8 レッキ用タイヤ 

15-8-1 レッキ用タイヤの制限 

 レッキに使用できるタイヤは次の通りとする。 

 ① ターマック用タイヤ 

 ② 技術委員に確認された、５分山以下のマッド＆スノー表示のあるタイヤ 

15-8-2 タイヤ制限対象外の車両 

エンジンオイルパンを保護するアンダガードを装着していない車両について

は、上記のタイヤ制限は適用されない。 

 

第16条 タイヤ 

競技会で使用できるタイヤの本数は、１４本までとする。 

 

第17条 セレモ二アルスタート 

公式通知にて告知する。 

 

第18条 タイムコントロール 

18-1 公式時刻 

日本標準時を基準とした競技会計時委員の時計による。 

18-2 デイ 終のタイムコントロール 

デイ 終のタイムコントロール（その直前にサービスパークがある場合はその

出口のコントロール）については、早着ペナルティーの対象としない。
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第19条 スペシャルステージ 

19-1 計測 

印字機能を持つクロノメーターにて１／１０秒まで計測する。 

19-2 スタート 

スタートリスト順または直前のＴＣ通過順に１分間隔とする。 

19-3 スタート方法 

本特別規則（付則４）にあるカウントダウンシステムを使用する。 

19-4 フライングチェック 

上記のシステムに同期したフライングチェックシステムを使用する。 

19-5 スタートシステムの代替付則 

上記のシステムが故障した場合は、ラリー競技開催規定スペシャルステージラ

リー開催規定第２６条５によるスタート方法とする。 

 
第20条 整備作業 

20-1 監督役員 

(9-4）に記載されている、技術委員長または副技術委員長が監督を行う。 

20-2 整備作業の場所 

北海道虻田郡倶知安町北3条西4丁目 

倶知安サービスパーク 

競技中は上記以外で、クルー以外の者が整備作業を行うことは出来ない。 

20-3 サービスカー 

第11条に従って登録されたサービスカーに対し、通行証等が配布され、登録さ

れたサービスカー以外の車両は、サービスパークへ駐車することが出来ない。 

20-4 サービスクルー 

整備作業を行うことができる者は、当該車両の乗員及びオーガナイザーに登録

済みの者とする。 

20-5 整備作業の範囲 

１）タイヤの交換    ２）ランプ類のバルブ交換 

３）点火プラグの交換  ４）Ｖベルトの交換 

５）各部点検増締め 

６）作業前の申告により、技術委員長が許可した項目 

20-6 整備作業申告書 

上記６）については、必ず作業前にロードブックに綴じ込んである申告書を提

出し、技術委員長の許可を得なければならない。 

また、上記１）から５）については、作業前に申告の必要はないが、作業後に

申告書を報告書に替えて、技術委員長へ提出すること。 
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第21条 賞典 

21-1 選手権クラス 

総合１位 ：ＪＡＦ楯 

ＪＮ-1:１～３位ＪＡＦ楯・副賞、４～６位 副賞 

ＪＮ-2：1～３位ＪＡＦ楯・副賞、４～６位 副賞 

ＪＮ-3：1～３位ＪＡＦ楯・副賞、４～６位 副賞 

ＪＮ-4：1～３位ＪＡＦ楯・副賞、４～６位 副賞 

21-2 選手権外併設クラス 

オープン：１～３位 副賞 

22-3 賞典の制限 

JAF盾を除き、各クラス参加台数の30％を下回らない範囲で賞典の制限をする。

この場合の正式な賞典内容は、参加受理書発送時に公式通知にて告知される。 

 

第22条 スーパーラリー 
本競技会は、２０１０年全日本ラリー選手権統一規則の第３章第１５条に従っ

たスーパーラリーを適用する。 

22-1 出走基準 

デイ１を離脱した場合でも、下記の要項を満たせばデイ２に出走できる。 

22-2 出走手続きおよび条件 

①７月１７日（土）１９：００までにスーパーラリー出走願いを提出し、指定

された時刻までにパルクフェルメに車両を進入させ、７月１８日（日）の各

車スタート時刻の３０分前までに、出走前車両検査に合格すること。 

②審査委員会の承認を得ること 

③スタート順は競技を離脱していないすべての競技車両の後方とする。 

④タイムは、計時されるが正式結果には反映されない。 

 

第23条 選手権外併設クラス 

23-1 参加車両 

ＪＡＦ国内競技車両規則第２編ラリー車両規定に従ったＲＮ、ＲＪ、ＲＦ車両

およびＦＩＡ公認車両またはＪＡＦ登録車両で2002年12月31日以前に運輸支局

等に初年度登録され、かつ2002年ＪＡＦ国内車両規則第３編ラリー車両規則に

従った車両（ＲＢ車両）のうち、６点式以上のロールバーを装着した車両で、

該当車両の純正品のマフラーを装着した車両とする。 

23-2 参加資格 

本競技会のオープンクラスへの参加は、2010年全日本ラリー選手権統一規則の

第２章第４条の２）から５）を満たすこと。 

23-3 その他 

2010ＪＭＲＣ北海道ラリーシリーズ第５戦を併設する。 

なお、この競技会に関する特別規則書は、別途発行する。 

 

２０１０ＡＲＫ ＲＡＬＬＹ iｎ 後志 

大会組織委員会
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付則１ アイテナリー 

 

TC Location
SS
Dist

Liaison
Dist

Total
Dist

Target
Time

1st car
Due

0 サービス出口 9:00

1 スピード・パーク 4.33 4.33 0:10 9:10

SS1 ＨＳＰ ① 1.02 0:03 9:13

2 落合 39.56 40.58 0:50 10:03

SS2 BROOK TRAIL ① 10.84 0:03 10:06

3 キロロ 8.32 19.16 0:25 10:31

SS3 KIRORO travercs ① 19.07 0:03 10:34

3a ｽﾋﾟｰﾄﾞﾊﾟｰｸ regroup IN 23.64 42.71 0:55 11:29

regroup　 (30.93) (75.85) (106.78) 0:15

4 regroup OUT 11:44

SS4 ＨＳＰ ② 1.02 0:03 11:47

refuel １ (4.35)

TC0～refuel1 (31.95) (80.20) (112.15)

4a サービス入口 5.24 6.26 0:25 12:12

サービスＡ (31.95) (81.09) (113.04) 0:45

4b サービス出口 12:57

5 スピード・パーク 4.33 4.33 0:10 13:07

SS5 ＨＳＰ ③ 1.02 0:03 13:10

6 落合 39.56 40.58 0:50 14:00

SS6 BROOK TRAIL ② 10.84 0:03 14:03

7 キロロ 8.32 19.16 0:25 14:28

SS7 KIRORO travercs ② 19.07 0:03 14:31

8 スピード・パーク 23.64 42.71 0:55 15:26

SS8 ＨＳＰ ④ 1.02 0:03 15:29

refuel ２ (4.35)

refuel1～refuel2 (31.95) (81.09) (113.04)

refuel2～refuel3 (7.14) (65.89) (73.03)

8a サービス入口 5.24 6.26 0:25 15:54

サービスＢ (31.95) (81.09) (113.04) 1:00

8b パルクフェルメ入口 (32.97) (86.33) (119.30) 16:54

Day 1 Total 63.90 162.18 226.08

se
c
ti
o
n
 1

se
c
ti
o
n
 2

Ｄａｙ １ Ver1.00
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TC Location
SS
Dist

Liaison
Dist

Total
Dist

Target
Time

1st car
Due

8C パルクフェルメ出口／サービス入口 6:00

サービスＣ 0:20

8D サービス出口 6:20

9 ニセコ宮田 30.00 30.00 0:40 7:00

SS9 RAVENDER　① 7.14 0:03 7:03

refuel ３ (35.00)

refuel2～refuel3 (7.14) (65.89) (73.03)

refuel3～refuel4 (21.11) (73.00) (94.11)

9A HSPレストホールトIN 40.00 47.14 0:55 7:58

レストホールト (7.14) (70.00) (77.14) 0:20

10 HSPレストホールトOUT 8:18

SS10 ＨＳＰ ⑤ 1.02 0:03 8:21

11 キロロ 35.00 36.02 0:45 9:06

SS11 ＫＩＲＯＲＯ travercs ③ 19.07 0:03 9:09

11A ｻｰﾋﾞｽﾊﾟｰｸregroup IN 24.00 43.07 0:55 10:04

regroup　 (27.23) (129.00) (156.23) 0:15

11B regroup OUT 10:19

サービスＤ (27.23) (129.00) (156.23) 0:20

11C サービス・アウト 10:39

12 スピード・パーク 4.00 4.00 0:07 10:46

SS12 ＨＳＰ ⑥ 1.02 0:03 10:49

refuel ４ (5.00)

refuel3～refuel4 (21.11) (73.00) (94.11)

refuel4～finish (8.16) (69.00) (77.16)

13 ニセコ宮田 30.00 31.02 0:45 11:34

SS13 RAVENDER　② 7.14 0:03 11:37

14 スピード・パーク 40.00 47.14 0:55 12:32

SS14 ＨＳＰ ⑦ 1.02 0:03 12:35

14A サービス・パーク 4.00 5.02 0:15 12:50

サービスＥ (9.18) (78.00) (87.18) 0:20

14B Podium Finish (9.18) (78.00) (87.18) 13:10

Day 2 Total 36.41 207.00 243.41

Rally Total 100.31 369.18 469.49

se
c
ti
o
n
 3

se
c
ti
o
n
 4

Ｄａｙ ２ Ver1.00
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付則２ レッキのスケジュール 

 

コミュニケーションにて告知する。 

 

 

付則３ コンペティターリレーションオフィサー（ＣＲＯ） 

 

 

 

原 信義 

Mobile：090-3188-4212 

 

選手リレーション役員 行動スケジュール 

７月１７日（金）  競技会事務局 

          サービスパーク  ７：００～ 

          参加確認 

          公式車検 

 

７月１８日（土）  サービスパーク 

          リフューエル 

 

７月１９日（日）  パルクフェルメ 

          サービスパーク 

          リグループ 

          再車検 

 

 

付則４ ＨＱレイアウト、サービスパークのレイアウト等 

 

公式通知にて告知する。 
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付則５ 信号灯によるスタート手順 

 
スタートシグナルシーケンス及び手順 
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付則６ ゼッケンおよび広告 

 
 

ゼッケンならびに配付広告等貼付位置 

 

 


