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２０１４年ＪＡＦ中部・近畿ラリー地方選手権 第２戦 

２０１４年ＪＭＲＣ中部ラリーチャンピオンシリーズ 第１戦 

２０１４年ＪＭＲＣ中部ラリーチャレンジシリーズ 第２戦 

いなべ福王ラリー２０１４特別規則書 

（中級者向） 

 

公  示 

 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とその付則、それに準拠したＪＡＦ国内競技規則とその付則 

２０１４年日本ラリー選手権規定、ラリー競技開催規定、２０１４年ＪＭＲＣ中部ラリーシリーズ戦規定 

２０１４年ＪＭＲＣ中部ラリー共通規則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 競技会の名称 

２０１４年ＪＡＦ中部・近畿ラリー選手権 第２戦 

２０１４年ＪＭＲＣ中部ラリーチャンピオンシリーズ 第１戦 

２０１４年ＪＭＲＣ中部ラリーチャレンジシリーズ 第２戦 

いなべ福王ラリー２０１４ 

 

第２条 競技種目 

 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」に従ったスペシャルステージラリー 

 

第３条 競技格式 

ＪＡＦ公認準国内格式 公認番号：２０１４－２３０２ 

 

第４条 開催日程及び開催地 

２０１４年６月２８日（土）～２９日（日）の２日間 

 ラリースタート：三重県いなべ市 阿下喜温泉 

 ラリーフィニッシュ：三重県いなべ市 阿下喜温泉 

 

第５条大会本部（ＨＱ） 

２０１４年６月２８日 

１ いなべ市阿下喜 阿下喜温泉 電話番号：０９０－４１９７－６６３９ 

２ 大会本部開設及び閉鎖時間 ８：００～２０：００ 

３ 大会本部レイアウト図（別途） 

２０１４年６月２９日 

１ いなべ市阿下喜 阿下喜温泉 電話番号：０９０－４１９７－６６３９ 

２ 大会本部開設及び閉鎖時間 ７：００～２０：００ 

３ 大会本部レイアウト図（別途）  
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第６条 競技内容 

１．競技方法             ： スペシャルステージラリー 

２．指示速度走行区間の有無      ： 無 

３．総走行距離            ： １４４.８５ｋｍ（選手権）８１.０９ｋｍ（チャレンジ） 

４．スペシャルステージの有無     ： 有 

（１）スペシャルステージの路面の種別： 舗装 

（２）スペシャルステージの合計距離 ： ２５.９１ｋｍ（選手権）１２.３９ｋｍ（チャレンジ） 

（３）スペシャルステージの数    ： ６（選手権）３（チャレンジ） 

（４）セクションの数        ： ２（選手権）１（チャレンジ） 

（５）デイの数           ： １ 

（６）レッキの具体的な実施方法   ： 付則３に記載 

５．サービスの有無          ： 有 詳細は別途コミュニケーションに記す 

６．競技中の指定給油所の有無     ： 有 ロードブックに明記 

 

第７条 オーガナイザー 

１．主催および連絡先 

名 称：トライアルスタッフオン！（略称：ＯＮ！）[JAF 加盟 No.24024] 

所在地：〒513-0041 三重県鈴鹿市長太新町 4-2-36 スタッフオン合資会社内 

ＴＥＬ：０５９－３８５－４０１９ ＦＡＸ：０５９－３８５－４０４７ 

E-Mail：info@staff-on.com ＵＲＬ：htpp://www.staff-on.com 

 

第８条 組織 

１．大会役員 

  ・大会名誉会長  ：日沖 靖（いなべ市 市長）   

  ・大会名誉副会長 ：藤田 賢吾（菰野町 町議会議員） 

・大会会長    ：竜田 健（ＯＮ!・代表）   

  ・大会副会長   ：高橋 勇二（チーム福王・代表） 

２．組織委員会  

・組織委員長   ：竜田 健 （ＯＮ！・ＪＭＲＣ中部ラリー専門部会委員） 

・組織委員    ：稲垣 穣 （ＯＮ！） 

  ・組織委員    ：古川 智崇（ＯＮ！） 

３．競技会審査委員会 

・審査委員長   ：米谷 展生（ＭＡＳＣ・ＪＭＲＣ中部ラリー専門部会長） 

・審査委員    ：嵓田 浩一（ＲＭＣ－Ｗ・ＪＭＲＣ近畿ラリー専門部会委員）   

 ４．競技役員 

・競技長     ：竜田 健 （ＯＮ！） 

・副競技長    ：稲垣 穣 （ＯＮ！） 

・コース委員長  ：古川 智祟（ＯＮ！） 

・副コース委員長 ：加藤 繁文（ＰＡＤＯＣＫ） 

・計時委員長   ：伊藤 亮 （ＯＮ！） 

・副計時委員長  ：石垣 久美子（ＯＮ！） 
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・技術委員長   ：中根 敏晴（ＯＮ！） 

・副技術委員長  ：清水 孝夫（ＯＮ！） 

・救急委員長   ：竜田 真由美（ＯＮ！） 

・事務局長    ：竜田 健 （ＯＮ！） 

  ・医師団長    ：古橋 範雄（ＯＮ！） 

５.ＪＭＲＣ中部救急認定委員：古橋 範雄（ＯＮ！） 

６.選手リレーション役員（ＣＲＯ）：藤田 洋文（Ｓｙｍｐｈｏｎｙ） 

 ７. 企画・運営 いなべ福王ラリー実行委員会 

    チーム福王（菰野町田口区・有志団体） 

    トライアルスタッフオン！（ＪＡＦ加盟クラブ） 

 ８．後援 三重県 いなべ市 

９．協賛（順不問 敬称略） 

アイアイアドカンパニー大阪 阿下喜温泉あじさいの里 ㈲内田設備 

㈲エイエムシイ（おにぎり村） ㈲カドワキ牧場 建設グループ LAN ㈱ 三エスゴム 

昭和貿易㈱（eni） 畠山印刷㈱ 焼肉の坂年 ヤマギシズム飯田実顕地ＹＫ 

㈱レント 

１０. 協賛 協力（順不問 敬称略） 

青山商事㈱ ㈲荒川工業 ㈱池田舗道 ㈲イタル工業 伊藤建築 

㈲伊藤鉄筋工業所 稲垣建設工業 ㈲今井自動車 ㈲大嶽商会 

オートフリータイム おしゃれ泥棒 加藤自動車整備 

Garage Le Mans 川畠美装 協伸サービス クラタヤ㈱ 小寺建築 ㈲菰野輪商会        

㈲坂倉産業 笹川マイカーセンター サトウペイント サンコーサービス 

C・E・W キタオカ 志たてや Jsoul ショーカン工業 昭和コンクリート工業㈱ 

鈴木設備工業 須藤溶接工業所 千城 ㈱ダイコウ 大黒屋 ㈱ダイシン 

Times Car RENTAL いなべ店 高野酒店 高橋建設㈲ 舘印刷 舘樹工業㈲ 舘鉄工所 

タテワキモータース 谷川建築 辻商店 ㈲西川板金 二宮電機商会 光建工 

ピュイ・ダムール ㈱樋口工業 ㈲福王建材 ㈱福王自動車 福王山観光協会 

福王神社 ㈱藤工務店 藤牧建築 ㈲錻力勘工業 プロショップフクオー 

平成コンテック㈲ 松永産業㈱ まるしん建築 三重プリズム 海山道神社 

南川建材 山口工務店 山口土建 山崎組 ㈲山下設備工業 山本涼㈲勇建工業 

遊人会 若林建築 鷲田自動車商会 スタッフオン (資 )  

１１.協力（順不問 敬称略） 

蒼い軍団 青川峡キャンピングパーク 石榑四大字生産森林組合 いなべ市観光協会 

いなべ総合病院 宇賀渓観光協会（七大字生産森林組合） 菰野町田口区 

JAF 愛知支部 JAF 三重支部 JMRC 近畿 JMRC 中部 各クラブ チーム福王 

㈲中村モータース 樋口鍼灸院自動車部 福王山共有林管理委員会 

三重三菱自動車販売㈱いなべ営業所  
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第９条 参加車両 

 １．選手権・ＪＭＲＣ中部ラリーチャンピオンシリーズ 

  （１）２０１４年のＪＡＦ国内競技車両規則第２編ラリー車両規定に定めるＲＮ車両、ＲＪ車両 

ＲＰＮ車両、ＲＦ車両、またはＡＥ車両とする。 

（２）過給器付きエンジンにおけるエアリストリクターの装着は任意とする。 

但し、エアリストリクターを装着する場合、そのサイズは最大内径３３mm（外径：３９mm 未満） 

とする。さらに、ＤＥ－６クラスにおいてエアリストリクターを装着しない場合は、エンジン 

コントロールユニット（ＥＣＵ）の変更、改造を認めない。 

（３）最低重量については２０１４年のＪＡＦ国内競技車両規則第２編ラリー車両規定第１章第７条に 

従うこと。 

（４）ランプポッドを装着する際は、ＲＦ車両も含めて２０１４年のＪＡＦ国内競技車両規則第２編 

ラリー車両規定第３章第１０条１０． ２）に従うこと。 

（５）すべてのＲＦ車両、ＲＰＮ車両およびＡＥ車両は、下記のロールケージを装着すること。 

６点式＋左右のサイドバーを基本構造とした 40φのロールケージを装着しなければならない。 

気筒容積が 2000CC を超える車両については少なくとも一本の斜行ストラットを取り付けなければ 

ならない。 

 ２．ＪＭＲＣ中部ラリーチャレンジシリーズ及びオープンクラスＡ・Ｂ 

  （１）２０１４年のＪＡＦ国内競技車両規則第２編ラリー車両規定に従った以下の車両とする。 

Ａ． ＲＮ車両 

Ｂ． ＲＪ車両 

Ｃ． ＲＦ車両 

Ｄ． ２００２年ＪＡＦ国内競技車両規則第３編ラリー車両規定に従って製作された車両 

（ＲＢ車両）で下記のすべての条件を満たしたもの。 

ａ． ２００２年１２月３１日以前に運輸支局等に初年度登録された車両であること。 

ｂ． ＦＩＡ公認車両またはＪＡＦ登録車両であること。ＦＩＡ公認車両と 

ＪＡＦ登録車両の両方の資格を有する場合は、 ＪＡＦ登録車両として取り扱う。 

ｃ． ６点式以上のロールケージを装着していること。 

Ｅ．ＡＥ車両 

Ｆ．ＲＰＮ車両 

（２） ランプポッドは装着禁止とする。 但し、 メーカーラインオフ時に走行用前照灯が２灯式である 

車両については、 道路運送車両法を遵守することを条件に、 走行用前照灯２灯の追加が 

認められる。なお、 走行用前照灯を追加する際のボンネッ トの加工は一切認めない。 

（３） リストリクターの装着は義務付けない。 

（４） リストリクターの装着時を除き、 ＥＣＵの変更および改造は一切認めない。 

３． 全シリーズ共通事項 

（１）メーカーラインオフ時に装備されている安全ベルトに加え、２０１４年のＪＡＦ国内競技車両規則

第２編ラリー車両規定第２章第２条に定める４点式以上の安全ベルトを装備していること。 

（２） エアクリーナーケースの加工は一切認められない。 エアフィルターについては純正品以外への 

変更が認められる。 

（３） 三角停止板２枚、 赤色灯、 非常用信号灯 （発煙筒） ２本以上、 牽引ロープおよび救急用品を

搭載すること。 これらは走行中に浮遊物とならないように、確実に固定すること。 
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Ａ３サイズのＳＯＳ/ＯＫサインを二枚、車両に搭載すること。 

（４）少なくとも２０１４年のＪＡＦ国内競技車両規則第２編ラリー車両規定第２章第３条３． １）に 

定める手動消火装置を装備すること。 

（５）ホイールおよびタイヤについては、２０１４年のＪＡＦ国内競技車両規則第２編ラリー車両規定 

第３章第６条に従うこと。なお、 ＲＦ車両はＲＪ車両規定に従うこと。 

（６）タイヤの仕様等については、ＪＭＲＣ中部ラリーシリーズ戦規定付則を遵守する事。 

     （但し、オープンクラスを除く。オープンクラスでは、Ｓタイヤの使用を制限しない。） 

（７）ＡＥ車両については、２０１４年ＪＡＦ国内競技車両規則 第２編 ラリー車両規定 

第５章 ＡＥ車両用改造規定 に定める通りとする。 

（８）ＲＰＮ車両については、２０１４年ＪＡＦ国内競技車両規則 第２編 ラリー車両規定 

第４章 ＲＰＮ車両用改造規定 に定める通りとする。 

（９）マフラーについて、保安基準適合品への変更を認めるが、如何なる場合においても排気ガス 

規制値を厳守しなければならず、経年変化・変形等の為、音量規制値を上回る事は許されない。 

     参加者は、使用するマフラーについて主催者が求めた場合、保安基準適合品である事を 

証明出来るように必要な書類等を完備する事。 

 

第１０条 クラス区分 

 １． 選手権・ＪＭＲＣ中部ラリーチャンピオンシリーズ 

ＤＥ－６クラス：気筒容積３０００ｃｃを超えるＲＮ、 ＲＪまたはＲＦ車両 

ＤＥ－５クラス：気筒容積１５００ｃｃを超え、３０００ｃｃ以下のＲＮ、 ＲＪまたはＲＦ車両 

ＤＥ－４クラス：気筒容積１６００ｃｃを超え、２０００ｃｃ以下のＲＰＮ車両 

ＤＥ－３クラス：気筒容積１５００ｃｃ以下のＲＮ、 ＲＪまたはＲＦ車両および 

排気量に関係なく全てのＡＥ車両 

ＤＥ－２クラス：気筒容積１６００ｃｃ以下のＲＰＮ車両 

２． ＪＭＲＣ中部ラリーチャレンジシリーズ及びオープンクラスＡ・Ｂ 

気筒容積、駆動方式および異なる車両区分（ＲＮ、 ＲＪ、ＲＢ、ＲＦ、ＡＥ、ＲＰＮ）による 

クラス区分は行わない。 

 

第１１条 参加資格 

１． 選手権・ＪＭＲＣ中部ラリーチャンピオンシリーズ及びオープンクラスＡ・Ｂ 

（１）ドライバーおよびコ・ドライバーは、当該車両を運転するのに有効な運転免許証を取得後１年以上 

    経過していること。 

（２）ＪＭＲＣ中部加盟クラブ員であり、 所属クラブ代表者の申込書への記名押印による推薦を受けた者。

（３）１クルー２名限定とする。 

（４）２０才未満の参加者は、 親権者の承諾書を主催者に提出しなければならない。 

（５）上記（２） 以外の者においては、主催者の判断により参加を認める。 

２． ＪＭＲＣ中部ラリーチャレンジシリーズ 

（１）ドライバーは、ドライバーとして、過去５年以内のＪＭＲＣ各地区のラリーシリーズまたは 

ＪＡＦ地方ラリー選手権においてシリーズ３位以内に入賞した経験がない者であること。 

（２）ＪＭＲＣ中部加盟クラブ員であり、かつ各クラブ代表者が責任をもてる者であること。 

（３）１チーム２名限定とする。 
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（４）２０才未満の参加者は、 親権者の承諾書を主催者に提出しなければならない。 

（５）上記（１）および（２）以外の者においても、所属する地域クラブ協議会の共済会もしくは 

それに準ずる制度に加入していることを条件に、 主催者の判断により参加を認める。 

 但しその場合、 上記（１）に該当しない者を含むクルーは賞典外とし、ポイントを獲得する 

ことはできない。 

（６）参加資格について疑義がある場合は、 その証明責任は参加者にあるものとする。 

 

第１２条 参加台数 

 各クラス合計で６０台に制限する。 

 

第１３条 参加料 

  ＜選手権・チャンピオンシリーズ/オープンクラスＡ＞    

・エントリー費（阿下喜温泉入泉料を含む） 

１台につき ４６０００円（レッキ代を含む）宿泊費別途（２名）１００００円 

＜チャレンジシリーズ/オープンクラスＢ＞    

・エントリー費（阿下喜温泉入泉料を含む） 

１台につき ２６０００円（レッキ代を含む）宿泊費別途（２名）１００００円 

・サービス登録料  

 サービス人員１名につき ６０００円（宿泊・入泉料含む） 

・サービス車両追加 一台につき ２０００円 

 ※車両１台（但し、コ・ドライバー車両・送迎車両等分を含む）は無料 

※宿泊は、青川峡キャンピングパークのコテージ（冷房・シャワー・炊事用具完備）です。 

同室を希望されるメンバー等はその旨申込時に記載。毎食事は各チーム、各自で手配願います。 

人数調整の都合上、他チームと同室となる場合もあります。ご理解ご協力をお願い致します。 

 

第１４条 保険の加入 

参加者は、ラリー競技に有効な対人・対物賠償保険および搭乗者保険（または共済もしくは 

それに準ずる制度）に加入すること。 

ラリー競技に有効な任意保険への加入を義務付ける。又、ＪＭＲＣ中部ラリー互助会加入での 

参加を認めるが、加入者は、添付１ＪＭＲＣ中部ラリー互助会規約を熟読し、あらかじめ 

給付条件等をしっかりと確認、承知しておく事。道路その他の器物損壊に対しては、厳格に 

対応するので、ラリー保険及びスポーツ安全保険への加入を強く推奨する。 

オーガナイザーによるラリー保険斡旋：有 （６月１０日頃までに、個別に相談する事） 

 

第１５条 参加申込方法 

１．提出書類 

(1) 参加申込書（2014 年 JMRC 中部共通申込書を使用すること） 

(2) 車両申告書（2014 年 JMRC 中部共通車両申告書を使用すること） 

(3) レッキ参加申込書（2014 年 JMRC 中部共通レッキ参加申込み書を使用すること） 

(4) ラリー競技に有効な自動車保険（任意保険）証券の写し（保険の加入条件がわかるもの）、 

又はＪＭＲＣ中部ラリー互助会加入料振込用紙の写し 
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(5) 参加車両の自動車検査証の写し 

(6) 自賠責保険 

(7) 振込明細書または振込領収書の写し 

(8) 費用計算書 

２．参加料金の支払方法 

参加料は参加申込書とともに現金書留で郵送するか、もしくは下記の預金口座へ振込によって 

支払うこと。 

なお、振込によって支払う場合は、振込明細票または振込領収書の写しを参加申込書に同封 

すること。 

銀 行 名：三菱東京 UFJ 

支 店 名：四日市中央支店 

口座番号：普通預金０５４１２２２ 

口座名義：スタッフオン合資会社 

参加申込にかかるすべての郵送料および振込手数料は参加者負担とする。郵送料および 

  振込手数料を参加料金から差し引かないこと。 

振込によって支払いの場合、提出書類（第１５条１．）の(1)～(8)までの書類の原本等は 

 郵送にてエントリー締切日までに大会事務局に到着しなければならない。 

 

第１６条 受付期間 

２０１４年４月２３日（水）～６月２０日（金） 

 

第１７条 参加申込先及び問い合わせ先 

名 称：トライアルスタッフオン！（略称：ＯＮ！）[JAF 加盟 No.24024] 

所在地：〒513-0041 三重県鈴鹿市長太新町 4-2-36 スタッフオン合資会社内 

ＴＥＬ：０５９－３８５－４０１９  

ＦＡＸ：０５９－３８５－４０４７ 

E-Mail：info@staff-on.com （問い合わせは、原則メールでお願いします） 

ＵＲＬ：htpp://www.staff-on.com 

代表 竜田 健 携帯 ０９０－４１９７－６６３９ 

 

第１８条 タイムスケジュール 

１．レッキ受付 

日時：２０１４年６月２８日（土）  ９：００～１０：００ 

場所：三重県いなべ市 阿下喜温泉 

２．レッキ 

日時：２０１４年６月２８日（土） ９：３０～１３：３０ 

レッキタイムスケジュールおよび実施の詳細はコミュニケーションにて示す。 

３．参加確認 サービス受付 

日時：２０１４年６月２８日（土）１３：００～１４：００ 

場所：三重県いなべ市 阿下喜温泉 
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４．公式車両検査 

日時：２０１４年６月２８日（土）１３：３０～１５：００   

場所：三重県いなべ市 阿下喜温泉   

５．第１回審査委員会     

日時：２０１４年６月２８日（土）１５：００～１５：１５  

場所：三重県いなべ市 阿下喜温泉 ラリーＨＱ   

６．スターティングリストの公示    

日時：２０１４年６月２８日（土）１５：１５  

場所：三重県いなべ市 阿下喜温泉 ラリーＨＱ   

７．開会式 ドライバーズブリーフィング    

日時：２０１４年６月２８日（土）１５：３０～１６：４５  

場所：三重県いなべ市 阿下喜温泉    

８．セレモニアルスタート （1 号車スタート予定時刻） 

日時：２０１４年６月２８日（土）１７：０１ 

場所：三重県いなべ市 阿下喜温泉    

９．ＳＳ１スタート （1 号車スタート予定時刻） 

日時：２０１４年６月２９日（日）８：２９（予定） 

場所：石榑峠 

１０．第２回審査委員会 

日時：２０１４年６月２９日（日）１３：００（予定） 

  場所：三重県いなべ市 阿下喜温泉 

１１．ラリーフィニッシュ（最終号車フィニッシュ予定時刻） 

日時：２０１４年６月２９日（日）１２：１５ チャレンジ １５：１９ 選手権  

場所：三重県いなべ市 阿下喜温泉  

１２．第３回審査委員会 

  日時：２０１４年６月２９日（日）１５：５０（予定） 

  場所：三重県いなべ市 阿下喜温泉 

１３．暫定結果発表    

日時：２０１４年６月２９日（日）１６：００（予定）  

場所：三重県いなべ市 阿下喜温泉 ラリーＨＱ   

１４．表彰式    

日時：２０１４年６月２９日（日）１７：００～（予定）  

場所：三重県いなべ市 阿下喜温泉 

 

第１９条 サービス     

阿下喜温泉にて１回設ける。ＪＭＲＣ中部ラリー規則第３４条１２項に記載の無い作業を行う場合は 

必ず技術委員長に届け出て、了解を得た上で行う事。  

  

第２０条 ペナルティ 

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 別添５：スペシャルステージ 

ラリーに適用される罰則を適用する。  
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第２１条 タイムコントロール 

選手権の最終のタイムコントロール（TC6A）は、早着によるタイムペナルティを与えない。 

 

第２２条 賞典 

  ＜選手権・チャンピオンシリーズ＞１～３位：ＪＡＦメダル、主催者賞 ４～６位：主催者賞 

＜チャレンジシリーズ＞ １～３位：ＪＡＦメダル、主催者賞 ４～６位：主催者賞 

＜オープンクラスＡ／Ｂ＞  １～３位：ＪＡＦメダル、主催者賞 ４～６位：主催者賞 

但し、各クラスとも参加台数の２５％を下回らない範囲で賞典を制限する。 

最終的な賞典の数は、受理書とともに送付される公式通知にて示す。 

 

第２３条 成績 

１．各スペシャルステージにおける所要時間とペナルティタイムとを積算し、合計所要時間の少ない 

ものを上位とする。 

２．合計所要時間が同じとなった場合は、ペナルティタイムの少ないものを上位とする。ペナルティ 

タイムの比較によっても順位が決まらない場合は、ＳＳ１の所要時間の少ないものを上位とする。 

これによっても順位が決まらない場合は、以下ＳＳ２、ＳＳ３と順に比較する。 

 

第２４条 付則 

１．本共通規則の適用は、各競技会の参加申し込み受付と同時に有効となる。 

２．本特別規則に記載されない競技に関する細則は、国内競技規則とその付則 

国際モータースポーツ競技規則とその付則、ラリー競技開催規定とその付則 

ＪＭＲＣ中部ラリー共通規則ならびにＪＭＲＣ中部ラリーシリーズ戦規定に従って開催される。 

３．本規則および競技に関する諸規則の解釈に疑義が生じた場合は、競技会審査委員会の決定を 

最終とする。 

 

 

 

２０１４年５月３０日 

いなべ福王ラリー２０１４ 大会組織委員会 
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付則３   

 

レッキの実施方法 

 

受付日時 2014 年 6 月 28 日（土）9：00～10：00 

 

集合場所 阿下喜温泉西隣 いなべ総合病院職員駐車場 サービスパーク 

三重県いなべ市北勢町阿下喜 788 阿下喜温泉西隣 

     ※別途コミュニケーションにて、サービスパーク内レイアウトを示す。 

 

受付場所 阿下喜温泉西隣 いなべ総合病院職員駐車場内 受付テント 

      

受付にて レッキ用のロードブック、ゼッケンを配布します。 

     レッキ用ゼッケンは、左右ドアミラーに貼り付ける事。 

 

レッキ  隊列は組まないので、受付終了後は速やかに各自で出発する事。 

     必ず、ロードブックに従って、各ＳＳを 2 回ずつ走行する事。 

     石榑峠 2 回→福王コース逆走 2 回→順走 2 回→阿下喜温泉 

 

開設時間 石榑峠  09：30～11：00  

     福王逆走 10：00～11：30 

     福王順走 11：45～13：15 

 

遵守事項 福王では逆走終了後順走とする為、11：30 までに必ず順走のレッキを終える事。 

     現地では定刻にスイーパーによる競技車両排除が行われる。 

     遅刻等により、レッキ不十分な場合であっても、個別救済等の措置は行わない。 

 

     石榑峠では、レッキ時には、道路の占用許可は取っておらず、また 

     ハイキングシーズンの為、多数のハイカーがコース内を散策する可能性がある。 

     1 回目、2 回目共、法規運転は勿論、事故等起さないよう十分留意する事。 

 

     当地ではラリーへの関心がとても高まっており、法規運転、安全運転は勿論 

     休憩時等も、周囲の人の目を十分意識し、選手としてモラルある行動を取る事。 

 

     その他、各所でオフィシャルの指示には必ず従う事。 

     以上これらの事に違反が見られた場合や、レッキ中の事故や違反等については審査委員会に 

報告の上、厳正に対処します。 
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付則 4 

 

ＣＲＯ（コンペティターリレーションオフィサー） 

 

藤田 洋文 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電話 ： 当日エントラントに配布するクレデンシャル裏面に記す。 

 

行動予定 

 

28 日 

09：00～10：00  レッキ受付（阿下喜温泉） 

10：30～13：00  福王コース 

13：30～15：00  車検（サービスパーク周辺） 

15：00～17：00  開会式 

17：00～18：00  セレモニアルスタート 

 19：00～     選手宿泊施設（青川峡キャンピングパーク） 

 

29 日 

 08：00～08：30  TC0（青川峡キャンピングパーク） 

 09：00～10：30  福王コース 

 11：00～12：30  サービスパーク（阿下喜温泉） 

 13：00～14：30  HQ（阿下喜温泉） 

14：30～15：30  フィニッシュゲート（阿下喜温泉） 

 15：30～17：00  HQ（阿下喜温泉） 

17：00～     表彰式（阿下喜温泉） 

 


