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公示 

本競技会は、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とその付則、それに準拠したＪＡＦの

国内競技規則とその付則と本競技会特別規則に従い準国内競技として開催される。 

 

１．プログラム 

アイテム 日  時 場  所 

参加申込の開始 １０月 １日(火)    （大会事務局）

参加申込の締切 １０月１５日(火)    （大会事務局）

サービスパークオープン １１月 ２日(土) ８：００   大佐山 山里の広場

ラリーＨＱの開設時間 １１月 ２日(土) ８：００ ～ １９：００ 森林学習館こもれび

 １１月 ３日(日)  ５：３０ ～ １８：００ 森林学習館こもれび

公式掲示板設置時間 １１月 ２日(土)  ８：００ ～  森林学習館こもれび

 １１月 ３日(日)  ～ １８：００ 森林学習館こもれび

ロードブック発行 １１月 ２日(土)  ９：００   森林学習館こもれび

レッキ受付 １１月 ２日(土)  ９：００ ～ ９：３０ 森林学習館こもれび

レッキ １１月 ２日(土) ９：３０ ～ １３：００（予定） 

参加確認 １１月 ２日(土) １３：００ ～ １４：３０ 森林学習館こもれび

公式車両検査 １１月 ２日(土) １４：００ ～ １６：００ 大佐山 山里の広場

第 1回審査委員会 １１月 ２日(土) １６：１５ ～ １７：１５ 森林学習館こもれび

デイ 1スタートリスト公示 １１月 ２日(土) １７：３０   公式掲示板 

ドライバーズブリーフィング １１月 ２日(土) １８：００ ～ １８：３０ 大佐 B&G 海洋ｾﾝﾀｰ 

ウェルカムパーティー １１月 ２日(土) １８：３０ ～ ２０：３０ 大佐 B&G 海洋ｾﾝﾀｰ 

ラリースタート １１月 ３日(日) ７：３１   大佐山 山里の広場

ラリーフィニッシュ １１月 ３日(日) １４：４５ （予定） 大佐 B&G 海洋ｾﾝﾀｰ 

暫定結果発表 １１月 ３日(日) １６：３０ （予定） 公式掲示板 

表彰式 １１月 ３日(日) １７：３０ ～ （予定） 大佐 B&G 海洋ｾﾝﾀｰ 
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２．概 要 

2.1  競技会の名称 

第８回ＪＭＲＣオールスターラリーフェスティバルin中国 

第２３回 チェリッシュ つちの子ラリー in にいみ ２０１３ 

 

2.2  競技の格式 

ＪＡＦ公認準国内競技 

ＪＡＦ公認番号２０１３－４０３３ 

 

2.3  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」に従った 

スペシャルステージラリー 

 

2.4  開催日程および開催場所 

日       程：２０１３年１１月２日(土)～１１月３日(日) 

場       所：岡山県新見市周辺 

ラリースタート  ：岡山県新見市大佐小阪部2236-1 大佐山 山里の広場 

ラリーフィニッシュ：岡山県新見市大佐小阪部2248-1 大佐B&G海洋センター 

 

2.5  競技会本部（ＨＱ） 

所在地 ：岡山県新見市大佐小阪部2236-1 

名称  ：森林学習館こもれび 

電話番号： 080-6348-4251（開設時間帯のみ臨時番号） 

開設日時：１１月２日（土） ８：００～１９：００ 

     １１月３日（日） ５：３０～１８：００ 

 

2.6  コース概要 

スペシャルステージの路面 ：ターマック 

総走行距離        ：約１９０Ｋｍ 

スペシャルステージの総距離：約 ５０Ｋｍ 

スペシャルステージの数  ：９本 

セクションの数      ：２ 

デイの数         ：１ 

 

2.7  オーガナイザー 

名称 ：チェリッシュモータースポーツクラブ（Ｔ．ＣＨＥＲＩＳＨ） 

代表者：田口 盛一郎 

所在地：岡山県倉敷市福江533-6 

ＴＥＬ：086-485-1866  ＦＡＸ：086-485-1867 

E-Mail：club@cherish.co.jp ＵＲＬ：http://www.cherish.co.jp/
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2.8  大会役員 

大会会長 藤田 直廣（ＪＭＲＣ中国運営委員長） 

大会副会長 鈴木 隆史（ＪＭＲＣ中部運営委員長） 

大会名誉会長 佐古 信五（岡山県議会議員） 

大会名誉顧問 八木みのる（倉敷市議会議員） 

 

2.9  大会組織委員会 

組織委員長 田口盛一郎（ＪＭＲＣ中国） 

副組織委員長 竹下 俊博（ＪＭＲＣ四国） 

組織委員 岡村 寛一（ＪＭＲＣ北海道） 

組織委員 古川 金美（ＪＭＲＣ東北） 

組織委員 高桑 春雄（ＪＭＲＣ関東） 

組織委員 米谷 展生（ＪＭＲＣ中部） 

組織委員 梅津 祐美（ＪＭＲＣ近畿） 

組織委員 星野 元 （ＪＭＲＣ九州） 

 

2.10 競技会審査委員会 

審査委員長 仲野 次郎（ＪＭＲＣ全国ﾗﾘｰ振興事業委員長） 

審査委員 小牧 靖昌（ＪＭＲＣ全国ﾗﾘｰ振興事業副委員長） 

審査委員 七田 定明（ＪＭＲＣ全国ﾗﾘｰ振興事業委員） 

 

2.11 競技役員 

競技長 藤井 薫 

副競技長 山本 博文 

副競技長 小西 努 

コース委員長 坂下 勝 

計時委員長 小野 守 

技術委員長 中村 公彦 

救急委員長 岸本 斉 

医師団長 上田 稔 

事務局長 廣田 幸子 

 

2.12 コンペティターズリレーションズオフィサー（ＣＲＯ） 

ＣＲＯ 原 信義 
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３．参加申込 

3.1  参加申込受付期間 

3.1.1 受付開始 

２０１３年１０月 １日（火） 

3.1.2 受付締切 

２０１３年１０月１５日（火） 

 

3.2  参加申込および問合せ先 

3.2.1 参加申込先 JMRC各地区ラリー部会 事務局 宛 

■JMRC北海道 

所在地：〒005-0861 札幌市南区真駒内332-502 

担当者：藤原 篤志 Ｔｅｌ：011-774-5557 Ｆａｘ：011-663-9348 

 

■JMRC東北 

所在地：〒017-0872 秋田県大館市片山3-2-10  (有)東京ラジエター大館 内 

担当者：山本 朗 Ｔｅｌ：0186-43-3481 Ｆａｘ：0186-43-3814 

 

■JMRC関東 

所在地：〒379-1403 群馬県利根郡みなかみ町猿ケ京温泉1514-1 

担当者：高桑 春雄 Ｔｅｌ：0277-20-4633 Ｆａｘ：0278-66-1000 

 

■JMRC中部 

所在地：〒446-0071 愛知県安城市今池町1-6-2-1004 

担当者：米谷 展生 Ｔｅｌ：0566-97-6262 Ｆａｘ：0566-97-6262 

 

■JMRC近畿 

所在地：〒599-8261 大阪府堺市中区堀上町31-6 

担当者：梅津 祐美 Ｔｅｌ：072-279-6286 Ｆａｘ：072-221-4969 

 

■JMRC中国 

所在地：〒710-0145 岡山県倉敷市福江533-6  チェリッシュ 内 

担当者：田口 盛一郎 Ｔｅｌ：086-485-1866 Ｆａｘ：086-485-1867 

 

■JMRC四国 

所在地：〒760-0003 香川県高松市西町21-28 (有)フレックス 内 

担当者：原 信義 Ｔｅｌ：087-842-1677 Ｆａｘ：087-842-1678 

 

■JMRC九州 

所在地：〒811-1346 福岡県南区老司2-6-36-3  Ｊ＆Ｓモータースポーツ 内 

担当者：星野 元 Ｔｅｌ：092-980-7412 Ｆａｘ：092-980-7180 
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3.2.2 問合せ先 チェリッシュつちの子ラリーinにいみ 大会事務局 

所在地：〒710-0145 岡山県倉敷市福江533-6  チェリッシュ 内 

担当者：田口 盛一郎  E-mail：club@cherish.co.jp 

Ｔｅｌ：086-485-1866  Ｆａｘ：086-485-1867 

3.2.3 提出書類 

１．本競技会参加申込書 

２．本競技会車両申告書 

３．コースレッキ参加申込書 

４．ラリー競技に有効な自動車保険証券または 保険申込書と領収書の写し 

（参加者にて加入している場合） 

５．ラリー共済誓約書（JMRC中国ラリー共済への加入を希望する場合） 

６．自動車検査証の写し 

７．競技参加者許可証の写しおよび競技運転者許可証の写し（ドライバー、 

コ･ドライバー） 

８．JMRC共済加入証またはスポーツ安全保険加入証の写し（ドライバー、 

コ･ドライバー） 

９．本競技会参加申込明細書 

所定の用紙に必要事項を記入し、それぞれ自署による署名捺印の上、以下の

参加料を添えて参加受付期間内に申し込むこと。 

3.2.4 エントリー料金等 

・参加料    ６０，０００円  
                 ※参加料には、サービス車両登録証1枚・レッキ参加費・ 

ウェルカムパーティー参加費２名分、サービススペース5x7mを含む。

宿泊費は含まない。  
 ・ウェルカムパーティー参加費（追加１名につき）  ３，０００円 

・サービス車両登録費（追加１台につき）   ３，０００円 
  ※サービス車両登録費１台分追加ごとにスペース5x7mが追加される 

3.2.5 支払い方法 

・参加申込先（ＪＭＲＣ各地区ラリー部会）が指定する方法とする。 

 

3.3  参加資格 

3.3.1 参加者は、有効なＪＡＦ発給の競技参加者許可証の所持者でなければならな

い。ただし、競技運転者は参加者を兼ねることができる。 

3.3.2 競技運転者は、有効な自動車運転免許証と有効なＪＡＦ発給の競技運転者許

可証の所持者でなければならない。 

3.3.3 満２０才未満の競技運転者は、参加申込に際し、親権者の承諾書を提出しな

ければならない。 

3.3.4 １台の車両に乗員する人員は、ドライバーおよびコ･ドライバーの２名とする。 

3.3.5 ドライバーおよびコ･ドライバーはＪＭＲＣ共済（加入地区は問わない）また

はラリーに有効なスポーツ安全保険（以下共済という）に加入していること。 

また、ラリー競技に有効な対人賠償保険に加入していること。 
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3.4  参加受理 

3.4.1 参加台数は７５台までとする。 

3.4.2 組織委員会は、国内競技規則４－１９に従い、理由を示すことなく参加を拒

否する権限を有する。この場合、手数料として１，０００円を差し引き、参

加料等は返還される。 

3.4.3 正式受理後の参加料は天災地変等により中止した場合を除き、返還されない。 

3.4.4 参加受理は競技会公式ページにて発表する。 

  競技会公式ページ https://www.facebook.com/CherishTsuchinokoRally

 

3.5  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、ＡＥ    

およびＲＢ車両とする。マフラーの交換は車検対応品に限る。 

なお、ＲＢ車両については４点式以上の安全ベルト、６点式以上のロールケージ   

および２．０ｋｇ以上の手動消火器の搭載を義務付ける。 

 

3.5.1 タイヤ制限 

使用できる種類（パターン）は、Ｓタイヤを除くラジアルタイヤおよびラリ

ータイヤ（マッド＆スノー）とする。 

 

3.6  クラス区分 

過給換算（過給器係数１．７）後以下の通りとする。 

   Ａクラス ：１，５００cc以下のAE以外の車両およびAE車両 

Ｂクラス ：１，５００ccを越え３，０００cc以下のAE以外の車両 

Ｃクラス ：３，０００ccを越えるAE以外の車両 

 

3.7  安全装備 

3.7.1 クルーが着用するもの 

２０１３年国内競技車両規則第４編付則「ラリー競技に参加するクルーの装

備品に関する付則」に従ったヘルメットおよびレーシングスーツを着用する

こと。 

3.7.2 競技車両に搭載するもの 

（１）非常用三角停止表示板  ２枚 （２）非常用信号灯 

（３）赤色灯  （４）けん引用ロープ 

（５）救急薬品  （６）各車両規定に定められている仕様の消火器 

（７）Ａ３サイズで表面に緑字で「ＯＫ」裏面に赤文字で「ＳＯＳ」が 

記入されたもの  １枚以上 

なお、非常用三角停止表示板はクルーが着座した状態で工具を使わずに取

り出せる位置に固定しなければならない。 
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第２３回チェリッシュつちの子ラリーin にいみ２０１３ 

４．レッキ 

4.1  レッキの実施方法 

4.1.1 レッキ受付日時 

２０１３年１１月 ２日（土） ９：００～９：３０ 

4.1.2 レッキ受付場所 

岡山県新見市大佐小阪部2236-1  森林学習館こもれび 

4.1.3 スケジュール 

レッキのスケジュール詳細は、レッキ受付時に配布するレッキ指示書に従う

こと。 

4.1.4 ルート 

各クルーは、各スペシャルステージを２回まで走行できる。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つのステージとして１ヶ所で２回の

走行とする。 

4.1.5 乗車定員 

 レッキ参加車両の乗車定員にかかわらず、乗員は２名までとする。  

 

4.2  レッキ参加者の遵守事項 

4.2.1 遵守事項 

レッキの間、競技者は交通法規を遵守し、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。 

4.2.2 報告 

オーガナイザーはレッキのルート上で監視すると共に、いかなる違反も競技

会審査委員会に報告される。 
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５．参加確認 

5.1  参加確認 

5.1.1 日時 

２０１３年１１月 ２日（土）１３：００～１４：３０ 

5.1.2 場所 

岡山県新見市大佐小阪部2236-1  森林学習館こもれび 

5.1.3 必要書類 

・ドライバーおよびコ･ドライバーの自動車運転免許証 

・ドライバーおよびコ･ドライバーの競技運転者許可証 

・競技参加者許可証 

 

5.2  乗員および車両の変更 

5.2.1 乗員変更 

正式参加受理後のクルーの変更は認められない。ただしコ・ドライバーにつ

いては、参加者から理由を付した文書が参加確認受付終了までに提出され、

競技会審査委員会が認めた場合はこの限りではない。 

5.2.2 車両変更 

車両については、参加者から理由を付した文書が参加確認受付終了までに提

出され、競技会審査委員会が認めた場合は変更が認められるが、参加クラス

の変更を伴う車両変更は認められない。 

 

5.3  ゼッケンおよび広告 

5.3.1 配布 

ゼッケンおよび広告は参加確認時に配布される。 

5.3.2 貼付方法 

指定するゼッケンおよび広告は、公式通知によって指定する場所に公式車検

までに貼付しなければならない。 

5.3.3 ゼッケンおよび広告の明示 

指定するゼッケンおよび広告は、競技中、外部から視認できるよう維持する

こと。 
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第２３回チェリッシュつちの子ラリーin にいみ２０１３ 

６．公式車両検査 

6.1  概要 

6.1.1 日時 

２０１３年１１月 ２日（土） １４：００～１６：００ 

6.1.2 場所 

岡山県新見市大佐小阪部2236-1  大佐山 山里の広場 
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７．競技概要 

7.1  スタート 

7.1.1 日時 

２０１３年１１月 ３日（日） ７：３１ 

7.1.2 場所 

岡山県新見市大佐小阪部2236-1  大佐山 山里の広場 

7.1.3 スタート間隔 

全ての車両は１分間隔でスタートする。 

7.1.4 封印の確認 

公式車両検査で貼付した封印をスタート時に確認する。封印が破損していな

い車両のみがスタートできる。 

 

7.2  タイムコントロール（ＴＣ） 

7.2.1 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。 

7.2.2 ＴＣ９Ａ、９Ｂ、９Ｃは早着ペナルティーの対象としない。 

   これらのＴＣへの早着・遅着に関わらず、タイムカードの到着時刻欄には実

際のＴＣ通過時刻を記載する。 

 

7.3  スペシャルステージ 

7.3.1 スタート 

スタートリスト順または直前のＴＣ通過順に１分間隔でのスタートとする。 

7.3.2 スタート方法 

ラリー競技開催規定付則：スペシャルステージラリー開催規定第２５条６、

７および８に従って行う。（本競技会では特別規則書付則２にあるカウントダ

ウンシステムを使用する。またこ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） 

7.3.3 計測は１／１０秒まで計測する。 

 

7.4  燃料 

7.4.1 給油場所 

給油場所はロードブックにて指定する。 

7.4.2 指定場所以外での給油 

上記、指定給油所以外での給油は認められない。 
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第２３回チェリッシュつちの子ラリーin にいみ２０１３ 

 

7.5  整備作業 

7.5.1 監督役員 

2.11に記載されている。技術委員長が監督を行う。 

7.5.2 整備作業の場所 

岡山県新見市大佐小阪部2236-1 

大佐山 山里の広場内  サービスパーク（未舗装） 

競技中は上記（サービスパーク）以外で整備作業を行うことは出来ない。 

7.5.3 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 

 

7.6  競技結果 

7.6.1 順位 

スペシャルステージで記録された所要時間と、ロードセクションその他で課

されたペナルティタイムを合計して決定する。 
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８．抗 議 

8.1  抗議 

8.1.1 抗議権 

参加者は、自分が不当に処遇されていると判断した場合、国内競技規則第１

２条に従い、抗議する権利を有する。 

8.1.2 抗議料 

本大会の抗議料は、２０,３００円である。 

8.1.3 抗議の提出 

競技参加者の抗議は、抗議の趣旨および理由を示す文書に署名の上、上記抗

議料を添えて競技長に提出すること。なお、抗議が正当と裁定された場合抗

議料は返却される。 

8.1.4 費用の負担 

抗議により車両の分解検査に要した費用は、その抗議が正当と裁定されなか

った場合は、抗議提出者、正当と裁定された場合は抗議対象者が負担する。

その際に要した分解整備等の費用は競技会技術委員長が算定する。 

8.1.5 抗議不可の事項 

国内競技規則４－１９による参加申込の拒否、または同１０－２１による審

判員の判定、ならびに計時装置に関する抗議はできない。 

8.1.6 裁定 

抗議に対する裁定は、競技会審査委員会が行い、抗議者に宣告される。 

 

8.2  抗議の時間制限 

8.2.1 技術に関する抗議 

技術委員長の決定に関する抗議は、決定直後に提出しなければならない。 

8.2.2 成績に関する抗議 

そのクラスの暫定結果発表後３０分以内に提出しなければならない。 

8.3  控訴 

8.3.1 控訴権 

上記の裁定に不服の場合は、国内競技規則１３章に基づいて控訴する権利を

有する。 

8.3.2 控訴料 

本大会の控訴料は１５２，９００円である。 
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９．競技会の延期または中止 

9.1 競技会の延期、中止 

9.1.1 延期、中止の決定 

保安上または不可抗力のため競技会実施あるいは続行が困難になった場合、

競技会審査委員会の決定により競技会の延期、中止を行う場合がある。 

9.1.2 競技会の短縮 

保安上または不可抗力のため、競技会審査委員会の決定により競技会の短縮

を行う場合がある。 

9.1.3 参加料の返還 

競技会の延期により参加者が出場できない場合、または中止の場合は参加料

を返還する。ただし、天災地変の場合はこの限りではない。 

 

１０．賞 典 

10.1 表彰式 

10.1.1 日時 

２０１３年１１月 ３日(日)１７：３０（予定） 

10.1.2 場所 

岡山県新見市大佐小阪部２２４８－１ 

新見市大佐Ｂ＆Ｇ海洋センター 

 

10.2 賞典 

10.2.1 賞典 

Ａクラス ：１～３位 ＪＡＦメダル・主催者賞、４～６位 主催者賞 

Ｂクラス ：１～３位 ＪＡＦメダル・主催者賞、４～６位 主催者賞 

Ｃクラス ：１～３位 ＪＡＦメダル・主催者賞、４～６位 主催者賞 

10.2.2 賞典の制限 

参加台数により、賞典の制限をする。この場合の正式な賞典内容は、公式通

知にて明示される。 
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１１．罰 則 

11.1 罰則 

11.1.1 スペシャルステージラリーに適用される罰則 

ラリー競技開催規定付則：スペシャルステージラリー開催規定第２９条に従

う。 

11.1.2 規則違反、競技役員の指示に対する不遵守 

国内競技規則に記載されている条項に従って罰則が適用される。 

11.1.3 罰則の決定 

本規則に関する罰則および本規則に定められていない罰則の選択については、

競技会審査委員会が決定する。 

 

１２．その他 

12.1 その他 

12.1.1 タバード 

本競技会のオフィシャルは役務の内容により以下のタバードを着用する。 

  ステージコマンダー 緑 

  ポストチーフ 青 

  技術委員  黒 

  ＣＲＯ  黄 

12.1.2 本特別規則の適用 

本特別規則は、本競技会に適用されるもので参加申込受付開始と同時に有効

となる。 

12.1.3 本特別規則に記載されていない事項 

本特別規則に記載されていない事項については、ＪＡＦ国内競技規則とその

付則、およびＦＩＡ国際モータースポーツ競技規則とその付則に準拠する。 

12.1.4 ＪＡＦによる公示 

本特別規則発行後、ＪＡＦにおいて決定され公示された事項は、すべての規

則に優先する。 

 

第 23 回チェリッシュつちの子ラリーin にいみ２０１３ 

大会組織委員会 
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付則１ アイテナリー 
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付則２ 信号灯によるスタート手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緑

スタート３０秒前
４個の赤ランプ点灯

スタート３秒前
３個の赤ランプ点灯

スタート１５秒前
３個の赤ランプ点灯

スタート２秒前
４個の赤ランプ点灯

スタート１０秒前
２個の赤ランプ点灯

スタート１秒前
５個の赤ランプ点灯

スタート５秒前
１個の赤ランプ点灯

スタート
全ての赤ランプ消灯

同時に緑ランプ点灯

スタート４秒前
２個の赤ランプ点灯

スタート２０秒後
緑ランプ消灯

① ⑥

② ⑦

③ ⑧

④ ⑨

⑤ ⑩

もしこのシステムが故障した場合は、クルーに充分聞こえる大きな声で３０秒－１５秒－１０秒－５秒

－４秒－３秒－２秒－１秒の順にカウントダウンする。 
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付則３ ＨＱおよびサービスパークのレイアウト 
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