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特別規則書特別規則書特別規則書特別規則書    ((((草案草案草案草案))))    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

公公公公    示示示示    

本競技会本競技会本競技会本競技会はははは、、、、社団法人日本自動車連盟社団法人日本自動車連盟社団法人日本自動車連盟社団法人日本自動車連盟（ＪＡＦ）（ＪＡＦ）（ＪＡＦ）（ＪＡＦ）公認公認公認公認のもとにのもとにのもとにのもとに、、、、国際自動車連国際自動車連国際自動車連国際自動車連盟盟盟盟（ＦＩＡ）（ＦＩＡ）（ＦＩＡ）（ＦＩＡ）のののの国際国際国際国際モータモータモータモータ

ースポーツースポーツースポーツースポーツ競技規則及競技規則及競技規則及競技規則及びびびびそのそのそのその付則付則付則付則、、、、ＪＡＦＪＡＦＪＡＦＪＡＦ国内競技規則及国内競技規則及国内競技規則及国内競技規則及びびびびそのそのそのその付則付則付則付則、、、、２０１２０１２０１２０１２２２２年年年年日本日本日本日本ジムカーナジムカーナジムカーナジムカーナ////ダダダダ

ートトライアルートトライアルートトライアルートトライアル選手権規定選手権規定選手権規定選手権規定、、、、２０１２０１２０１２０１２２２２年年年年ＪＭＲＣＪＭＲＣＪＭＲＣＪＭＲＣ北海道北海道北海道北海道ダートトライアルシリーズダートトライアルシリーズダートトライアルシリーズダートトライアルシリーズ統一規則統一規則統一規則統一規則及及及及びびびび本本本本競技会競技会競技会競技会

特別規則書特別規則書特別規則書特別規則書にににに従従従従ってってってって準国内競技準国内競技準国内競技準国内競技としてとしてとしてとして開催開催開催開催されるされるされるされる（（（（クローズドクローズドクローズドクローズド競技併催競技併催競技併催競技併催）。）。）。）。    

    

第第第第 1111 条条条条    競技会名称競技会名称競技会名称競技会名称            

２０１２０１２０１２０１２２２２年年年年ＪＡＦＪＡＦＪＡＦＪＡＦ北海道北海道北海道北海道ダートトライアルダートトライアルダートトライアルダートトライアル選手権第選手権第選手権第選手権第１０１０１０１０戦戦戦戦        

２０１２０１２０１２０１２２２２年年年年ＪＭＲＣＪＭＲＣＪＭＲＣＪＭＲＣ北海道北海道北海道北海道ダートトライアルチャンピオンシリーズダートトライアルチャンピオンシリーズダートトライアルチャンピオンシリーズダートトライアルチャンピオンシリーズ第第第第１０１０１０１０戦戦戦戦    

２０１２０１２０１２０１２２２２年年年年ＪＭＲＣＪＭＲＣＪＭＲＣＪＭＲＣ北海道北海道北海道北海道ダートトライアルジュニアシリーズダートトライアルジュニアシリーズダートトライアルジュニアシリーズダートトライアルジュニアシリーズ第第第第１０１０１０１０戦戦戦戦    

２０１２０１２０１２０１２２２２年年年年ＪＭＪＭＪＭＪＭＲＣＲＣＲＣＲＣオールスターオールスターオールスターオールスター選抜選抜選抜選抜第第第第１０１０１０１０戦戦戦戦    

２０１２０１２０１２０１２２２２    ＡＲＫＡＲＫＡＲＫＡＲＫ Dynamic Trial Dynamic Trial Dynamic Trial Dynamic Trial    

第第第第２２２２条条条条    競技種目競技種目競技種目競技種目    

スピードスピードスピードスピード行事行事行事行事（（（（ダートトライアルダートトライアルダートトライアルダートトライアル））））    

第第第第３３３３条条条条    格式格式格式格式    

ＪＡＦＪＡＦＪＡＦＪＡＦ公認公認公認公認    準国内競技準国内競技準国内競技準国内競技（（（（クローズドクラスクローズドクラスクローズドクラスクローズドクラス併設併設併設併設））））    

第第第第４４４４条条条条    開催日開催日開催日開催日    

２０１２０１２０１２０１２２２２年年年年９９９９月月月月３０３０３０３０日日日日((((日日日日))))    

第第第第５５５５条条条条    開催場所開催場所開催場所開催場所    

新千歳新千歳新千歳新千歳モーターランドモーターランドモーターランドモーターランド・・・・ダートコースダートコースダートコースダートコース    

第第第第６６６６条条条条    オーガナイザーオーガナイザーオーガナイザーオーガナイザー    

アークアークアークアーク・・・・オートクラブオートクラブオートクラブオートクラブ・・・・オブオブオブオブ・・・・スポーツスポーツスポーツスポーツ（（（（TEAM ARKTEAM ARKTEAM ARKTEAM ARK））））    

〒〒〒〒０６５０６５０６５０６５－－－－００２８００２８００２８００２８    札幌市札幌市札幌市札幌市東東東東区区区区北北北北２８２８２８２８条条条条東東東東５５５５丁目丁目丁目丁目３３３３－－－－１８１８１８１８    株式会社株式会社株式会社株式会社    竹道竹道竹道竹道    内内内内    

第第第第７７７７条条条条    大会役員大会役員大会役員大会役員    

組織委員長組織委員長組織委員長組織委員長    吉村吉村吉村吉村    圭佑圭佑圭佑圭佑    組織委員組織委員組織委員組織委員                    馬場馬場馬場馬場    一弘一弘一弘一弘    

組織委員組織委員組織委員組織委員                                竹道竹道竹道竹道    雄康雄康雄康雄康    

第第第第８８８８条条条条    大会審査委員会大会審査委員会大会審査委員会大会審査委員会    

審査委員長審査委員長審査委員長審査委員長    恒松恒松恒松恒松    雅彦雅彦雅彦雅彦 ( ( ( (ＴＨＩＢＡＵＬＴＴＨＩＢＡＵＬＴＴＨＩＢＡＵＬＴＴＨＩＢＡＵＬＴ))))    

審査委員審査委員審査委員審査委員    菅野菅野菅野菅野    久久久久夫夫夫夫 ( ( ( (ＢＲＡＩＮＢＲＡＩＮＢＲＡＩＮＢＲＡＩＮ))))    ※※※※JMRCJMRCJMRCJMRC 北海道派遣北海道派遣北海道派遣北海道派遣    

第第第第９９９９条条条条    大会競技役員大会競技役員大会競技役員大会競技役員    

競技長競技長競技長競技長    竹道竹道竹道竹道    雄康雄康雄康雄康    コースコースコースコース委員長委員長委員長委員長                    柴田柴田柴田柴田    和典和典和典和典    

計時委員長計時委員長計時委員長計時委員長    永井永井永井永井    真真真真    技術委員長技術委員長技術委員長技術委員長                    石川石川石川石川    和男和男和男和男    

救急委員長救急委員長救急委員長救急委員長    矢野矢野矢野矢野    求求求求    事務局長事務局長事務局長事務局長                    竹道竹道竹道竹道    雄康雄康雄康雄康    

第第第第１０１０１０１０条条条条    公式通知公式通知公式通知公式通知    

本規則本規則本規則本規則にににに記載記載記載記載されていないされていないされていないされていない競技運営競技運営競技運営競技運営にににに関関関関するするするする実施細則及実施細則及実施細則及実施細則及びびびび指示事項指示事項指示事項指示事項はははは「「「「公式通知公式通知公式通知公式通知」」」」によによによによ

ってってってって示示示示されされされされるるるる。。。。    

第第第第１１１１１１１１条条条条    競技競技競技競技クラスクラスクラスクラス区分区分区分区分    

JAFJAFJAFJAF 北海道選手権北海道選手権北海道選手権北海道選手権／／／／JMRCJMRCJMRCJMRC 北海道北海道北海道北海道チャンピオンシリーズチャンピオンシリーズチャンピオンシリーズチャンピオンシリーズ        

ＨＨＨＨ１１１１．．．．５５５５＋ＰＮ＋ＰＮ＋ＰＮ＋ＰＮ車両部門車両部門車両部門車両部門    

ＨＨＨＨ１１１１．．．．５５５５＋ＰＮ－＋ＰＮ－＋ＰＮ－＋ＰＮ－１１１１クラスクラスクラスクラス：：：：気筒容積気筒容積気筒容積気筒容積１１１１５５５５００００００００cccccccc 以下以下以下以下のののの２２２２輪駆動輪駆動輪駆動輪駆動ののののＮＮＮＮ、、、、ＢＢＢＢ、、、、ＳＡＳＡＳＡＳＡ車車車車およびおよびおよびおよび    

気筒容積気筒容積気筒容積気筒容積１６００１６００１６００１６００ｃｃｃｃｃｃｃｃ以下以下以下以下のののの２２２２輪駆動輪駆動輪駆動輪駆動ののののＰＮＰＮＰＮＰＮ車両車両車両車両    

スピードスピードスピードスピードＡＥＡＥＡＥＡＥ車両部門車両部門車両部門車両部門    

ＡＥＡＥＡＥＡＥクラスクラスクラスクラス：：：：電気電気電気電気モーターモーターモーターモーターおよびおよびおよびおよび電気電気電気電気モーターモーターモーターモーターととととエンジンエンジンエンジンエンジンをををを併用併用併用併用しししし動力動力動力動力とするとするとするとするＡＥＡＥＡＥＡＥ車両車両車両車両    

スピードスピードスピードスピードＮＮＮＮ車両部門車両部門車両部門車両部門    

Ｎ－Ｎ－Ｎ－Ｎ－１１１１クラスクラスクラスクラス：：：：２２２２輪駆動輪駆動輪駆動輪駆動ののののＮＮＮＮ車両車両車両車両    

Ｎ－Ｎ－Ｎ－Ｎ－２２２２クラスクラスクラスクラス：：：：気筒容積気筒容積気筒容積気筒容積１６００１６００１６００１６００cccccccc 以下以下以下以下のののの４４４４輪駆動輪駆動輪駆動輪駆動ののののＮＮＮＮ車両車両車両車両    

スピードスピードスピードスピードＳＡＳＡＳＡＳＡ車両部門車両部門車両部門車両部門    

ＳＡ－ＳＡ－ＳＡ－ＳＡ－１１１１クラスクラスクラスクラス：：：：２２２２輪駆動輪駆動輪駆動輪駆動ののののＳＡＳＡＳＡＳＡ車両車両車両車両    

スピードスピードスピードスピードＮＮＮＮ・・・・ＳＡＳＡＳＡＳＡ車両部門車両部門車両部門車両部門    

ＮＳＡ－ＮＳＡ－ＮＳＡ－ＮＳＡ－１１１１クラスクラスクラスクラス：：：：気筒気筒気筒気筒容積容積容積容積１６００１６００１６００１６００cccccccc 以下以下以下以下のののの４４４４輪駆動輪駆動輪駆動輪駆動ののののＮＮＮＮ、、、、BBBB、、、、ＳＡＳＡＳＡＳＡ車両車両車両車両    

ＮＳＡ－ＮＳＡ－ＮＳＡ－ＮＳＡ－２２２２クラスクラスクラスクラス：：：：気筒容積気筒容積気筒容積気筒容積１６００１６００１６００１６００cccccccc をををを超超超超えるえるえるえる４４４４輪駆動輪駆動輪駆動輪駆動ののののＮＮＮＮ、、、、ＳＡＳＡＳＡＳＡ車両車両車両車両    

スピードスピードスピードスピードＳＣＳＣＳＣＳＣ車両部門車両部門車両部門車両部門    

ＳＣ－ＳＣ－ＳＣ－ＳＣ－１１１１クラスクラスクラスクラス：：：：２２２２輪駆動輪駆動輪駆動輪駆動ののののＳＣＳＣＳＣＳＣ車両車両車両車両    

ＳＣ－ＳＣ－ＳＣ－ＳＣ－２２２２クラスクラスクラスクラス：：：：気筒容積気筒容積気筒容積気筒容積１６００１６００１６００１６００cccccccc 以下以下以下以下のののの４４４４輪駆動輪駆動輪駆動輪駆動ののののＳＣＳＣＳＣＳＣ車両車両車両車両    

ＳＣ－ＳＣ－ＳＣ－ＳＣ－３３３３クラスクラスクラスクラス：：：：気筒容積気筒容積気筒容積気筒容積１６００１６００１６００１６００cccccccc をををを超超超超えるえるえるえる４４４４輪駆動輪駆動輪駆動輪駆動ののののＳＣＳＣＳＣＳＣ車両車両車両車両    

スピードスピードスピードスピードＤＤＤＤ車両部門車両部門車両部門車両部門    

ＤＤＤＤクラスクラスクラスクラス：：：：クラスクラスクラスクラス区分区分区分区分なしなしなしなし    

レディースレディースレディースレディース部門部門部門部門    

ＬＬＬＬ－－－－１１１１クラスクラスクラスクラス：：：：気筒容積気筒容積気筒容積気筒容積２５００２５００２５００２５００cccccccc 以下以下以下以下ののののＮＮＮＮ、、、、ＢＢＢＢ、、、、ＳＡＳＡＳＡＳＡ車両車両車両車両    

ＬＬＬＬ－－－－２２２２クラスクラスクラスクラス：：：：気筒容積気筒容積気筒容積気筒容積２５００２５００２５００２５００cccccccc をををを超超超超えるえるえるえるＮＮＮＮ、、、、ＢＢＢＢ、、、、ＳＡＳＡＳＡＳＡ車両車両車両車両    

ＪＭＲＣＪＭＲＣＪＭＲＣＪＭＲＣ北海道北海道北海道北海道ジュニアシリージュニアシリージュニアシリージュニアシリーズズズズ    

ＪＪＪＪ－－－－１１１１クラスクラスクラスクラス：：：：２２２２輪駆動輪駆動輪駆動輪駆動ののののＮＮＮＮ、、、、ＢＢＢＢ、、、、ＳＡＳＡＳＡＳＡ車両車両車両車両    

Ｊ－Ｊ－Ｊ－Ｊ－２２２２クラスクラスクラスクラス：：：：気筒容積気筒容積気筒容積気筒容積１６００１６００１６００１６００cccccccc をををを超超超超えるえるえるえる４４４４輪駆動輪駆動輪駆動輪駆動ののののＮＮＮＮ、、、、ＢＢＢＢ、、、、ＳＡＳＡＳＡＳＡ車両車両車両車両    

ＳＣＳＣＳＣＳＣ・・・・ＤＤＤＤクラスクラスクラスクラス：：：：排気量区分排気量区分排気量区分排気量区分なしなしなしなし    

クローズドクローズドクローズドクローズド部門部門部門部門((((シリーズシリーズシリーズシリーズ戦外戦外戦外戦外))))    

ＦＵＦＵＦＵＦＵ：：：：((((クローズドクローズドクローズドクローズド道学連道学連道学連道学連クラスクラスクラスクラス))))排気量排気量排気量排気量、、、、車両区分車両区分車両区分車両区分なしなしなしなし    

ＦＲ：ＦＲ：ＦＲ：ＦＲ：((((クローズドクローズドクローズドクローズド一般一般一般一般ラジアルラジアルラジアルラジアル、、、、スタッスタッスタッスタッドドドドレスタイヤクラスレスタイヤクラスレスタイヤクラスレスタイヤクラス))))    排気量排気量排気量排気量、、、、車両車両車両車両区分区分区分区分なしなしなしなし    

Ｆ：Ｆ：Ｆ：Ｆ：    ((((クローズドクラスクローズドクラスクローズドクラスクローズドクラス))))    排気量排気量排気量排気量、、、、車両車両車両車両区分区分区分区分なしなしなしなし    

外外外外：：：：（（（（賞典外賞典外賞典外賞典外クラスクラスクラスクラス））））排気量排気量排気量排気量区分区分区分区分なしなしなしなし    

ＲＢＲＢＲＢＲＢ：：：：((((ラリーラリーラリーラリー車両車両車両車両クラスクラスクラスクラス))))    排気量排気量排気量排気量区分区分区分区分なしなしなしなし    

第第第第１２１２１２１２条条条条    参加車両参加車両参加車両参加車両    

本競技会本競技会本競技会本競技会にににに参加参加参加参加がががが認認認認められるめられるめられるめられる車両車両車両車両はははは、、、、２０１２２０１２２０１２２０１２年年年年JJJJAFAFAFAF国内競技車両規則第国内競技車両規則第国内競技車両規則第国内競技車両規則第３３３３編編編編スピードスピードスピードスピード車両車両車両車両

規定規定規定規定にににに定定定定めるめるめるめる PNPNPNPN 部門部門部門部門（（（（PNPNPNPN 車両車両車両車両）、）、）、）、NNNN 部門部門部門部門（（（（NNNN 車両車両車両車両）、）、）、）、SASASASA 部門部門部門部門（（（（SASASASA 車両車両車両車両）、）、）、）、SCSCSCSC 部門部門部門部門（（（（SCSCSCSC 車両車両車両車両）、）、）、）、

DDDD 部門部門部門部門（（（（DDDD 車両車両車両車両）、）、）、）、BBBB 部門部門部門部門（（（（BBBB 車両車両車両車両）、）、）、）、AEAEAEAE 部門部門部門部門のののの各車両規定各車両規定各車両規定各車両規定にににに適合適合適合適合したしたしたした車両車両車両車両とするとするとするとする。。。。    

第第第第１３１３１３１３条条条条    参加人数制限参加人数制限参加人数制限参加人数制限    

            １８０１８０１８０１８０名名名名までとするまでとするまでとするまでとする。。。。    

第第第第１４１４１４１４条条条条    参加資格参加資格参加資格参加資格    

(1) (1) (1) (1) 当該車両当該車両当該車両当該車両をををを運転運転運転運転することができるすることができるすることができるすることができる運転免許証運転免許証運転免許証運転免許証とととと、ＪＡＦ、ＪＡＦ、ＪＡＦ、ＪＡＦ発給発給発給発給のののの当該年度当該年度当該年度当該年度にににに有効有効有効有効なななな国内競国内競国内競国内競

技運転者許可証技運転者許可証技運転者許可証技運転者許可証ＢＢＢＢ級以上級以上級以上級以上をををを所持所持所持所持していることしていることしていることしていること。。。。ただしただしただしただし競技運転者競技運転者競技運転者競技運転者はははは参加者参加者参加者参加者をををを兼兼兼兼ねることねることねることねること

ができるができるができるができる。。。。    

(2) (2) (2) (2) 同一車両同一車両同一車両同一車両によるによるによるによる重複参加重複参加重複参加重複参加はははは２２２２名名名名までとするまでとするまでとするまでとする。。。。ただしただしただしただしチャンピオンシリーズクラスチャンピオンシリーズクラスチャンピオンシリーズクラスチャンピオンシリーズクラス以外以外以外以外はははは

変更変更変更変更しないしないしないしない。。。。    

(3) (3) (3) (3) ２０２０２０２０歳未満歳未満歳未満歳未満のののの運転者運転者運転者運転者はははは参加申込参加申込参加申込参加申込にににに際際際際してしてしてして親権者親権者親権者親権者のののの承諾書承諾書承諾書承諾書をををを提出提出提出提出することすることすることすること。。。。    

(4) (4) (4) (4) クローズドクラスクローズドクラスクローズドクラスクローズドクラスはははは当該当該当該当該クラブクラブクラブクラブ員員員員でででで有効有効有効有効なななな運転免許証運転免許証運転免許証運転免許証をををを所持所持所持所持していることしていることしていることしていること。。。。    

第第第第１１１１５５５５条条条条    参加料参加料参加料参加料（（（（１１１１名名名名にににに付付付付きききき））））    

１１１１．．．．チャンピオンシリーズチャンピオンシリーズチャンピオンシリーズチャンピオンシリーズ    １４１４１４１４，，，，００００００００００００円円円円        ((((１８１８１８１８，，，，００００００００００００円円円円))))    

２２２２．．．．ジュニアシリーズジュニアシリーズジュニアシリーズジュニアシリーズ    １１１１２２２２，，，，００００００００００００円円円円        ((((１１１１６６６６，，，，００００００００００００円円円円))))    

３３３３．．．．レディースレディースレディースレディース部門部門部門部門        １１１１２２２２，，，，００００００００００００円円円円        ((((１１１１６６６６，，，，００００００００００００円円円円))))    

４４４４．．．．クローズドクローズドクローズドクローズド部門部門部門部門            ７７７７，，，，００００００００００００円円円円        ((((    ８８８８，，，，００００００００００００円円円円))))    

1) 1) 1) 1) ＪＭＲＣＪＭＲＣＪＭＲＣＪＭＲＣ北海道北海道北海道北海道にににに加盟加盟加盟加盟するするするするクラブクラブクラブクラブ・・・・団体団体団体団体のののの構成員構成員構成員構成員（（（（競技運転者許可証競技運転者許可証競技運転者許可証競技運転者許可証にににに押印押印押印押印されたされたされたされたクラブクラブクラブクラブ

登録印登録印登録印登録印によりによりによりにより確認確認確認確認））））のののの参加料参加料参加料参加料はははは、、、、非構成員非構成員非構成員非構成員のののの参加料参加料参加料参加料よりよりよりより１１１１名名名名につきにつきにつきにつき（（（（    ））））内内内内のののの金額金額金額金額からからからから３３３３，，，，

００００００００００００円円円円をををを割割割割りりりり引引引引いたいたいたいた金額金額金額金額（（（（ククククローズドローズドローズドローズド部門部門部門部門をををを除除除除くくくく))))とするとするとするとする。。。。    

2) 2) 2) 2) ＪＭＲＣＪＭＲＣＪＭＲＣＪＭＲＣ北海道互助会会員北海道互助会会員北海道互助会会員北海道互助会会員（（（（加入証等加入証等加入証等加入証等によってによってによってによって確認確認確認確認））））のののの参加料参加料参加料参加料はははは、、、、非会員非会員非会員非会員のののの参加料参加料参加料参加料よりよりよりより１１１１

名名名名につきにつきにつきにつき（（（（    ））））内内内内のののの金額金額金額金額からからからから１１１１，，，，００００００００００００円円円円をををを割割割割りりりり引引引引いたいたいたいた金額金額金額金額とするとするとするとする。。。。    

3) 3) 3) 3) 上記以外又上記以外又上記以外又上記以外又はははは当日確認当日確認当日確認当日確認がががが出来出来出来出来なかったなかったなかったなかった場合場合場合場合はははは（（（（    ））））内内内内のののの金額金額金額金額とするとするとするとする。。。。    

4) 4) 4) 4) 学生参加料学生参加料学生参加料学生参加料についてはについてはについてはについては、、、、ＪＭＲＣＪＭＲＣＪＭＲＣＪＭＲＣ北海道北海道北海道北海道ダートダートダートダートトライアルシリーズトライアルシリーズトライアルシリーズトライアルシリーズ統一規則付則統一規則付則統一規則付則統一規則付則にににに準準準準ずずずず

るるるる。。。。    

第第第第 1111６６６６条条条条    参加申込参加申込参加申込参加申込    

                        参加申込期間参加申込期間参加申込期間参加申込期間：：：：２０１２２０１２２０１２２０１２年年年年９９９９月月月月１７１７１７１７日日日日（（（（月月月月））））からからからから９９９９月月月月２４２４２４２４日日日日（（（（月月月月））））までとするまでとするまでとするまでとする。。。。    

参加参加参加参加をををを希望希望希望希望するするするする場合場合場合場合はははは、、、、所定所定所定所定のののの参加申込書参加申込書参加申込書参加申込書ににににクラスクラスクラスクラス区分区分区分区分、、、、必要事項必要事項必要事項必要事項をををを正正正正しくしくしくしく記入記入記入記入しししし、、、、署名捺署名捺署名捺署名捺

印印印印のうえのうえのうえのうえ、、、、期日期日期日期日までにまでにまでにまでに規定規定規定規定のののの参加料参加料参加料参加料をををを添添添添えてえてえてえて申申申申しししし込込込込むことむことむことむこと。。。。    

＜＜＜＜振込振込振込振込みのみのみのみの場合場合場合場合＞＞＞＞    

ゆうちょゆうちょゆうちょゆうちょ銀行銀行銀行銀行からからからから振込振込振込振込みのみのみのみの場合場合場合場合    

記号記号記号記号    １９０００１９０００１９０００１９０００        番号番号番号番号    ２４２９４８０１２４２９４８０１２４２９４８０１２４２９４８０１    

ゆうちょゆうちょゆうちょゆうちょ銀行以外銀行以外銀行以外銀行以外からからからから振込振込振込振込みのみのみのみの場合場合場合場合                        

店番号店番号店番号店番号    ９０８９０８９０８９０８        口座番号口座番号口座番号口座番号    ２４２９４８０２４２９４８０２４２９４８０２４２９４８０    

口座名義口座名義口座名義口座名義    アークアークアークアーク・・・・オートクラブオートクラブオートクラブオートクラブ・・・・オブオブオブオブ・・・・スポーツスポーツスポーツスポーツ    

                振込料振込料振込料振込料はははは振込人振込人振込人振込人がががが負担負担負担負担するするするすることことことこと    

＜＜＜＜郵送郵送郵送郵送のののの場合場合場合場合＞＞＞＞    

〒〒〒〒０６０６０６０６５５５５－－－－０００００２８０２８０２８０２８    札幌市札幌市札幌市札幌市東東東東区区区区北北北北２８２８２８２８条東条東条東条東５５５５丁目丁目丁目丁目３３３３－－－－１８１８１８１８    株式会社株式会社株式会社株式会社    竹道竹道竹道竹道    内内内内    

２０１２０１２０１２０１２２２２    ＡＲＫＡＲＫＡＲＫＡＲＫ    ＤｙｎａｍｉｃＤｙｎａｍｉｃＤｙｎａｍｉｃＤｙｎａｍｉｃ    ＴｒｉａｌＴｒｉａｌＴｒｉａｌＴｒｉａｌ    大会事務局大会事務局大会事務局大会事務局    宛宛宛宛    

ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ    ０１１０１１０１１０１１－－－－７５３７５３７５３７５３－－－－９１４０９１４０９１４０９１４０    

ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ    ０１１０１１０１１０１１－－－－７５３７５３７５３７５３－－－－９１４９９１４９９１４９９１４９    

(1)(1)(1)(1)    振込振込振込振込みのみのみのみの場合場合場合場合はははは振込振込振込振込みのみのみのみの控控控控えのえのえのえの写写写写しをしをしをしを申込申込申込申込書類書類書類書類にににに同封同封同封同封ししししてててて郵送郵送郵送郵送のことのことのことのこと。。。。    

このこのこのこの申込申込申込申込ががががファックスファックスファックスファックスでででで送付送付送付送付されるされるされるされる場合場合場合場合、、、、そのそのそのその原本原本原本原本ははははエントリーエントリーエントリーエントリーのののの締切日締切日締切日締切日からからからから遅遅遅遅くともくともくともくとも３３３３

日以内日以内日以内日以内ににににオーガナイザーオーガナイザーオーガナイザーオーガナイザーにににに到着到着到着到着しなければならないしなければならないしなければならないしなければならない。。。。    

(2)(2)(2)(2) オーガナイザーオーガナイザーオーガナイザーオーガナイザーはははは、、、、理由理由理由理由をををを明示明示明示明示することすることすることすること無無無無くくくく参加参加参加参加をををを拒否拒否拒否拒否するするするする権限権限権限権限をををを有有有有するするするする。。。。    

        このこのこのこの場合場合場合場合、、、、参加料参加料参加料参加料はははは手数料手数料手数料手数料をををを引引引引いていていていて返還返還返還返還するするするする。。。。    

(3)(3)(3)(3)    参加受付期間参加受付期間参加受付期間参加受付期間ははははオーガナイザーオーガナイザーオーガナイザーオーガナイザーのののの都合都合都合都合でででで変更変更変更変更することがあるすることがあるすることがあるすることがある。。。。    

(4)(4)(4)(4)    正式参加受理後正式参加受理後正式参加受理後正式参加受理後のののの参加料参加料参加料参加料のののの返還返還返還返還はしないはしないはしないはしない。。。。    

(5) (5) (5) (5) 参加受理参加受理参加受理参加受理票票票票はははは発行発行発行発行しないしないしないしない。。。。当当当当クラブクラブクラブクラブ公式公式公式公式ホームページホームページホームページホームページににににエントリーリストエントリーリストエントリーリストエントリーリストをををを掲載掲載掲載掲載するするするする。。。。    

    http://www.team-ark.jp/ 
第第第第 1111７７７７条条条条    タイムスケジュールタイムスケジュールタイムスケジュールタイムスケジュール    

ゲートオープンゲートオープンゲートオープンゲートオープン    ＡＭＡＭＡＭＡＭ    ０７０７０７０７：：：：３０３０３０３０    

参加確認参加確認参加確認参加確認    ＡＭＡＭＡＭＡＭ    ０８０８０８０８：：：：００００００００～～～～ＡＭＡＭＡＭＡＭ    ０８０８０８０８：：：：３０３０３０３０    

公式車検公式車検公式車検公式車検    ＡＭＡＭＡＭＡＭ    ０８０８０８０８：：：：００００００００～ＡＭ～ＡＭ～ＡＭ～ＡＭ    ０８０８０８０８：：：：４４４４００００    

慣熟慣熟慣熟慣熟歩行歩行歩行歩行    ＡＭＡＭＡＭＡＭ    ０８０８０８０８：：：：４４４４００００～ＡＭ～ＡＭ～ＡＭ～ＡＭ    ０９０９０９０９：：：：４４４４００００    

ブリーフィングブリーフィングブリーフィングブリーフィング    ＡＭＡＭＡＭＡＭ    ０９０９０９０９：：：：４５４５４５４５    

競技開始競技開始競技開始競技開始    ＡＭＡＭＡＭＡＭ    １０１０１０１０：：：：００００００００    

第第第第１１１１８８８８条条条条    賞典賞典賞典賞典    

各各各各クラスクラスクラスクラス        １１１１位位位位～～～～３３３３位位位位    表彰状表彰状表彰状表彰状、、、、ＪＡＦＪＡＦＪＡＦＪＡＦメダルメダルメダルメダル（（（（クローズドクローズドクローズドクローズドをををを除除除除くくくく））））、、、、副賞副賞副賞副賞    

４４４４位以下表彰状位以下表彰状位以下表彰状位以下表彰状、、、、副賞副賞副賞副賞        

（（（（但但但但しししし参加台数参加台数参加台数参加台数のののの３０３０３０３０％％％％以内以内以内以内でででで最大最大最大最大６６６６位迄位迄位迄位迄とするとするとするとする））））    

第第第第１９１９１９１９条条条条    ゼッケンゼッケンゼッケンゼッケン番号番号番号番号    

オーガナイザーオーガナイザーオーガナイザーオーガナイザーにてにてにてにて抽選抽選抽選抽選でででで決定決定決定決定しししし、、、、これにこれにこれにこれに対対対対するするするする抗議抗議抗議抗議はははは一切受一切受一切受一切受付付付付けないけないけないけない。。。。    

シードゼッケンシードゼッケンシードゼッケンシードゼッケン該当者該当者該当者該当者ははははＪＭＲＣＪＭＲＣＪＭＲＣＪＭＲＣ北海道北海道北海道北海道ダートトライアルダートトライアルダートトライアルダートトライアル統一規則統一規則統一規則統一規則にににに従従従従うことうことうことうこと。。。。    

第第第第２２２２００００条条条条    スタートスタートスタートスタート    

スタートスタートスタートスタートはははは原則原則原則原則としてとしてとしてとして、、、、各各各各クラスクラスクラスクラス毎毎毎毎、、、、ゼッケンゼッケンゼッケンゼッケン順順順順とするとするとするとする。。。。    

第第第第２２２２１１１１条条条条    参加者参加者参加者参加者、、、、運転者運転者運転者運転者のののの遵遵遵遵守事項守事項守事項守事項    

ＪＭＲＣＪＭＲＣＪＭＲＣＪＭＲＣ北海道北海道北海道北海道ダートトライアルダートトライアルダートトライアルダートトライアル統一規則第統一規則第統一規則第統一規則第１７１７１７１７条条条条にににに従従従従うことうことうことうこと。。。。    

第第第第２２２２２２２２条条条条    付則付則付則付則    

本規則並本規則並本規則並本規則並びにびにびにびに競技競技競技競技にににに関関関関するするするする諸規則諸規則諸規則諸規則((((特別規則書特別規則書特別規則書特別規則書、、、、公式通知公式通知公式通知公式通知含含含含むむむむ))))のののの解釈解釈解釈解釈についてについてについてについて疑義疑義疑義疑義がががが生生生生

じたじたじたじた場合場合場合場合はははは、、、、競技会競技会競技会競技会審査委員会審査委員会審査委員会審査委員会のののの決定決定決定決定をををを最終最終最終最終とするとするとするとする。。。。    

本規則書本規則書本規則書本規則書にににに記載記載記載記載されていないされていないされていないされていない事項事項事項事項についてはについてはについてはについては、、、、ＪＡＦＪＡＦＪＡＦＪＡＦ国内競技規則国内競技規則国内競技規則国内競技規則とそのとそのとそのとその付則及付則及付則及付則及びびびび２０１２０１２０１２０１２２２２

年日本年日本年日本年日本ジムカーナジムカーナジムカーナジムカーナ////ダートトライアルダートトライアルダートトライアルダートトライアル選手権規定選手権規定選手権規定選手権規定、、、、２０１２０１２０１２０１２２２２年年年年ＪＭＲＣＪＭＲＣＪＭＲＣＪＭＲＣ北海道北海道北海道北海道ダートトライアルダートトライアルダートトライアルダートトライアル

シリーズシリーズシリーズシリーズ統一規則統一規則統一規則統一規則にににに準準準準ずるずるずるずる。。。。    

    

２０１２０１２０１２０１２２２２    ＡＲＫＡＲＫＡＲＫＡＲＫ    ＤｙｎａｍｉｃＤｙｎａｍｉｃＤｙｎａｍｉｃＤｙｎａｍｉｃ    ＴｒｉａｌＴｒｉａｌＴｒｉａｌＴｒｉａｌ    大会組織委員会大会組織委員会大会組織委員会大会組織委員会    


