
2018年 JAF中部近畿ラリー選手権第 5戦 

   2018年 JMRC 近畿 SS ラリーシリーズ第 3戦 
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公   示 

 ＦＩＡ国際競技規則およびその付則に準拠した一般社団法人日本自動車連盟（ＪＡＦ）の国内競技規則およびその付則、(２０１８年日本ラリー選

手権規則)、ＪＭＲＣ近畿共通規則及び本大会特別規則に従って開催される。 

 

第１条 プログラム 

日時     時間             場所 

１．参加申込の開始   ：8月 17日(金)10:00～ 
２．参加申込の締切   ：8月 31日(金)10:00～ 
３．レッキの受付    ：9月 15日(土)10:00～10:15 神鍋高原体育館 
４．参加確認      ：9月 15日(土)15:30～16:30 神鍋高原体育館 
５．公式車検      ：9月 15日(土)15:30～17:00 アップかんなべ岩倉駐車場 
６．第一回審査委員会  ：9月 15日(土)16:30～17:00 審査委員会室 
７．ブリーフィング   ：9月 15日(土)17:15～17:45 神鍋高原体育館 

８．スタートリストの発表：9月 15日(土)17:00        公式掲示板 

９．スタート(1号車)   ：9月 16日(日)7:00～      アップかんなべ岩倉駐車場  

10．暫定結果の発表   ：9月 16日(日)16:15(予定) 公式掲示板 

11．表彰式       ：9月 16日(日)16:45(予定) 神鍋高原体育館 

第２条 競技会の名称 
２０１８年ＪＡＦ中部・近畿地方ラリー選手権第 5戦 
２０１８年ＪＭＲＣ近畿ＳＳラリーシリーズ第 3戦 
「第 39回神大ラリー」 

第３条 競技の格式 
ＪＡＦ公認：準国内格式競技 公認番号：2018-33○○号 

第４条 競技種目 

ラリー競技開催規則の付則「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 

第５条 開催日程および開催場所 
日       程：2018年 9月 15日（土）～ 16日（日）の 2日間 
場       所：兵庫県豊岡市日高町周辺 
ラリースタート  ：豊岡市日高町栗栖野 アップかんなべ岩倉駐車場 
ラリーフィニッシュ：豊岡市日高町栗栖野 アップかんなべ岩倉駐車場 

第６条 競技会本部（ＨＱ）およびサービスパーク 
所 在 地：兵庫県豊岡市日高町栗栖野 59-51 

Ｈ   Ｑ：神鍋高原体育館 

サービスパーク：アップかんなべ岩倉駐車場 

電話番号：080-3706-8798 

開設日時：9月 15日(土) 9:30～18:30 

9月 16日(日) 6:30～18:00 

※レイアウト図は、付則４にて記載 

第７条 コース概要 
１．スペシャルステージの路面   ：ターマック 

２．総走行距離          ：約 160km（予定） 

３．スペシャルステージの総走行距離：約 23km（予定） 
４．スペシャルステージの数    ：6 
５．セクションの数        ：2 
６．レグの数           ：1 

第８条 オーガナイザー 
名 称：神戸大学体育会自動車部(Team Shindai) 

所在地：兵庫県神戸市灘区六甲台町 1-1 

代表者：大津 知也 
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第９条 組織 
【組織委員会】 

組織委員長：清水 正人 
組織委員 ：森川 滉平      

組織委員 ：和田 翼 
【競技会主要役員】 

１．審査委員長   ：小牧 靖昌（ＪＭＲＣ近畿派遣） 
審査委員    ：御領 親幸（ＪＭＲＣ中部派遣） 

２．競技役員 

競技長         ：岩出 知之          

副競技長    ：橋本 芳正 

コース委員長  ：磯田 卓         計時委員長   ：倉谷 哲洋 

技術委員長   ：今西 岳史        サービス管理者 ：松井 宏樹 

救急委員長   ：橋本 芳正         事務局長   ：森川 滉平 

３．コンペティターズリレーションズオフィサー（ＣＲＯ） 

ＣＲＯ     ：嵓田 浩一 

第 10 条 参加申込受付期間 
１．受付開始：2018年 8月 17日(金) 17:00～ 
２．受付締切：2018年 8月 31日(金) ～17:00 

第 11 条 参加申込および問い合わせ先（大会事務局） 
１．大会事務局 

住 所：〒657-0023 兵庫県神戸市灘区高羽町 3-12-6-205 

担 当：森川 滉平 

電 話：080-1438-5748 

E-mail：shindai.rally@gmail.com 
２．参加申し込み 

参加申込は、ＪＡＦ公認ラリー参加申込書（ＪＭＲＣ近畿統一様式）に必要事項を正確に記入し、参加料および保険料（オーガナイザー

に保険加入してもらう場合）を添えて受付期間内に行わなければならない。 
３．提出書類 

①参加申込書 

②車両申告書 

③レキ誓約書 

④サービス申込書 

⑤費用計算書 

⑥任意保険加入証明書類(写) 

⑦振込領収書(写) 

⑧宿泊要望書 

⑨自動車検査証の写し 

⑩ドライバー及びコ・ドライバーのライセンスおよび運転免許証の写し 

４．参加料   

選 手 権 63,000円/台 

チャレンジ 53,000円/台 

(レッキ参加料,宿泊費を含む) 

※サービス関係費用 

サービス車両登録料 3,000円/台 

サービス員登録料   8,000 円/人(土曜 1泊 2食含む) 

６．支払い方法 

競技参加料などの支払い方法は、下記口座への振込とする。 

振込先：みずほ銀行 灘支店 普通 1106790 

森井 康貴(モリイ ヤスタカ) 

※振込手数料は申込者の負担とする。 

※振込名義は参加者とすること 

  



第 39回神大ラリー 

- 4 - 

 

第 12 条 保険 

競技参加者は、ラリー競技に有効な対人賠償保険（又は各種共済等）及び搭乗者保険（又は各種共済等）対物賠償保険（又は各種共済等）

に加入すること。なお、オーガナイザーの用意した対人対物保険に加入する場合は、事務局に問い合わせること。 

○ 未加入者は、主催者の特別規則書等に記載された手続きを行うこと。 
○ 当該競技会に有効な任意保険に加入済みの競技参加者は、保険証書または保険の加入を証明できる書類の写しを必ず同封すること。 

第 13 条 音量規制 

使用できるマフラーは、保安基準適合品であること。また平成２２年以降に制作された車両については、そのマフラーが保安基準適合品であ

ることを証明できる資料を車両申告書にそえて提出し、また常に携行すること。 

但しＲＰＮ・ＡＥ車両は、２０１８年ＪＡＦ国内車両規則に準じること。 

第 14 条 参加台数 

参加台数は、原則として全クラスを通じ最大７５台とする。申込台数が７５台を越えた場合は、競技会組織委員会の選考により決定する。 

正式受理はエントリーリストで示す。 

第 15 条 レッキの実施方法 
1. レッキ参加受付日時 

2018年 9月 15日(土) 10:00～10:15 

2. レッキ参加確認場所 

神鍋高原体育館(HQ) 

3. スケジュール 

レッキのタイムスケジュールはコミュニケーションにて示す。 

4. レッキ用ゼッケン 

5. ルート 

各クルーは、各スペシャルステージを 2回走行できる。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ヶ所で 2回の走行とする。 

6. 遵守事項 

レッキの間、競技者は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。 

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。 

第 16条 公式車両検査 

1. 公式車両検査は時間を指定して行う。なお、各参加車両の検査時間はコミュニケーションにて示す。 

2. 規定時間内に車検に合格しない参加車両は例外なくスタートできない。ただし、競技会審査委員会が修正時間を与える場合がある。 

3. 上記 2.において、修復時間内に修復し、10,000円の再車検手数料を支払った上で、再車検に合格した場合はスタートすることができ

る。 

4. 公式車検場で書類検査を行いますので原本書類を用意しておくこと。 

第 17 条 タイヤ 

本競技会で使用できるタイヤの本数は、規制しない。ただし、市販タイヤに限る。 

第 18 条 セレモニアルスタート 

日時：2018年 9月 16日(日) TC0 7:00～ (予定) 

場所：サービスパーク(アップかんなべ岩倉駐車場) 

スタート順：スタート順はスタートリストに従う。 

スタート方法：オフィシャルの指示に従いスタートゲートを通過する。 

第 19 条 タイムコントロール 

公式時刻は、日本標準時を基準とした競技会計時委員の時計による。TC6Aの早着に関してはペナルティを与えないものとする。 

第 20 条 スペシャルステージ 

１．計時は、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。 
２．スタートは、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。 
３．スタートの方法および合図は、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３章 ２５条６」に従って行う。 

(本競技会では特別規則書(付則 )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。) 
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第 21 条 整備作業 
１．整備作業の監督を担当する競技役員名 

9条 2.に記載されている。技術委員長が監督を行う。 

２．整備作業を行うことができる場所 

サービスパーク(アップかんなべ岩倉駐車場) 
３．サービスカーの管理方法 

サービス登録車両以外はサービスパーク内に立ち入ることはできない。 
４．整備作業の報告 

技術委員長の許可を必要としない整備作業については、作業前に申告の必要は無いが作業後にロードブックに綴じ込まれた申告書を技術委員

長へ提出すること。 

第 22 条 賞典 

DE-6,DE-4.5,DE-3…各クラス 1～3位 JAFメダル・副賞 

各クラス 4～6位 副賞 

チャレンジ   …1～3位 副賞 

※但し、参加台数により賞典の制限を行うことがある。 
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第 23 条 付則 

付則１．アイテナリー 

 
※このアイテナリーは 75台参加の場合で、参加台数により変更されますのでご注意ください。 

 

付則２．レッキスケジュール 

レッキスケジュールは、コミュニケーションで告知する。 
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付則３．コンペティーターズリレーションズオフィサー（ＣＲＯ） 

嵓田 浩一 

携帯電話：090-1029-2529 

行動スケジュール 

9月 15日(土) レッキ受付    10:00～10:15 

               参加確認     15:30～16:30 

               公式車検    15:30～17:00 

               審査委員会   16:30～17:00 

               ブリーフィング 17:15～17:45 

9月 16日(日) TC0              7:00～ 

       リグループ    12:15～13:30 

              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 

HQレイアウト、サービスパークのレイアウトは、コミュニケーションで告知する。 
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付則５．信号灯によるスタート手順 

 

このシステムが故障した場合は、クルーに十分聞こえる声で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６．ゼッケンおよび広告 

ゼッケン      ：左右ドア及びボンネットの計 3枚 

公認ラリー競技会之証：左リアウインドウ 

サイドミラーゼッケン：左サイドミラー 

 

付則７．スペシャルステージ 

本競技会は、スーパースペシャルステージを行わない。 

付則 8. サービス 

本競技会は、フレキシサービスを設けない。 

   以上 


