
特 別 規 則 書 

 

2021 年ＪＡＦ/ＪＭＲＣ中部ダートトライアル選手権第 2 戦 

2021 年ＪＭＲＣ全国オールスター選抜第 2 戦 

2021 年ＪＭＲＣ中部ダートトライアル東海シリーズ第 1 戦 

2021 ＣＣＳＴ ダートトライアル 

公 示                          

本競技会は、一般社団法人日本自動車連盟（ＪＡＦ）公認

のもとに、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細則、

2021 年日本ジムカーナ/ダートトライアル選手権規定、ス

ピード競技開催規定、JMRC 中部共通規則、JMRC 中部ジム

カーナ／ダートトライアル選手権規定および本競技会特

別規則に従い準国内競技として開催される。 

 

第１条 競技会の名称 

 2021 年 JAF/JMRC 中部ダートトライアル選手権第 2 戦 

 2021 年 JMRC 全国オールスター選抜第 2 戦 

 2021 年 JMRC 中部ダートトライアル東海シリーズ第 1 戦 

 2021 ＣＣＳＴ ダートトライアル  

 

第２条 競技種目 

 ダートトライアル 

 

第３条 競技格式 

 準国内競技  公認番号 2021－2202 

 

第４条 開催日程 

2021 年 4 月 18 日（日） 

 

第５条 開催場所 

 名称：池の平ワンダーランド 公認 No2021-Ⅱ-2301 

    TEL 0536-84-1150 

     所在地：愛知県豊田市大野瀬池ケ平 1-1 

 

    第６条 オーガナイザーおよび所在地 

 東濃カースポーツクラブ （ＣＣＳＴ） 

代表者：鰐部 光二  TEL 0572-55-5201 

〒509-5142 岐阜県土岐市泉町久尻 1417－47  

         

第７条 大会役員 

 組織委員長   西尾 昭彦  

 組織委員     稲垣 修   

 組織委員    村瀬 秋男 

 

第８条 競技会主要役員 

 審査委員長   山内 泰   (JMRC 中部派遣)                                     

 審査委員    河西 信之  (JMRC 中部派遣) 

 競技長     西尾 昭彦 

 コース委員長  水野 靖隆 

 技術委員長   小森 清美 

 計時委員長   桂川 誠司 

 救急委員長   安藤 敏晴 

 JMRC 中部認定救急安全委員  角皆 昭久    

事務局長    村瀬 秋男 

 

第９条 参加車両 

2021年 JAF国内車両規則第 3編スピード車両規定に定め

るスピード AE 車両･スピード PN 車両･スピード N 車両･

スピード SA 車両･スピード SAX 車両・スピード B 車両･

スピードSC車両･スピードD車両に適合した車両とする。 

 

第１０条 クラス区分 

①ＪＡＦ／ＪＭＲＣ中部ダートトライアル選手権 

RWD ｸﾗｽ：排気量によるクラス区分を行わず、後輪駆動の

PN･N･SA･SAX･B･SC･D 車両 

PN1･S1500 ｸﾗｽ：気筒容積 1500cc 以下の 2 輪駆動の B 車

両(車両規定は S1500 車両規定で運用する)、気筒容

積 1600cc 以下の 2 輪駆動の PN 車両、全ての AE 車両 

PN2 ｸﾗｽ：気筒容積 1600cc を超える 2 輪駆動（FF）の PN

車両 

N ｸﾗｽ：排気量によるクラス区分を行わず、４輪駆動の N

車両 

S1 ｸﾗｽ：排気量によるクラス区分を行わず、２輪駆動の 

N・SA・SAX・SC 車両                

S2 ｸﾗｽ：排気量によるクラス区分を行わず、４輪駆動の 

    SA・SAX・SC 車両・D車両 

 ②ＪＭＲＣ中部 東海シリーズ 

RWD ｸﾗｽ：排気量によるクラス区分を行わず、後輪駆動の

PN･N･SA･SAX･B･SC･D 車両 

FWD ｸﾗｽ：排気量によるクラス区分を行わず、前輪駆動の

PN･N･SA･SAX･B･SC･D 車両 

4WD ｸﾗｽ：排気量によるクラス区分を行わず、４輪駆動の

N･SA･SAX･B･SC･D 車両 

ｸﾛｰｽﾞﾄﾞｸﾗｽ：PN・N・SA・SAX・B・SC・D 車両 

 

第１１条 参加資格 

①競技運転者は競技に有効な運転免許証と当該年有効な

ＪＡＦ競技運転者許可証を所持していること。  

②競技運転者は競技に有効な死亡時５００万円以上の損

害保険またはＪＭＲＣ共済に加入していること。 

③未成年者は親権者の承諾書を必要とする。 

 

第１２条 参加台数および参加人数 

  100 台 又は、最大 100名とする。 

 

第１３条 参加申込及び参加料 

１ 参加申し込み先及び連絡先 

  〒509―5142 

  岐阜県土岐市泉町久尻 1417－47 

 東濃カースポーツクラブ大会事務局  村瀬 秋男 

TEL/FAX 0572（55）5201 携帯 090（3300）5034 

2 参加申し込み期間 

   ３月８日（木）～４月８日（木）必着 

3 参加料 

  ①JAF/JMRC 中部ダートトライアル選手権 16,000 円 

   但し、JMRC 中部加盟クラブの所属者 14,000 円 

  ②JMRC 中部 東海シリーズ       12,000 円 

      但し、クローズドクラス       10,000 円 

      女性・学生          6,000 円 

 ※学生証のコピーの添付必要 語学スクール生等は除く。 

  ※参加料は現金書留、直接持参、または振込とする。 

  振込先 東濃信用金庫 釜戸支店 普通 0222517 

      東濃ｶｰｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ事務局 代表 村瀬秋男 

 



 

第１４条 タイムスケジュール 

 公式受付       ７：００～７：４０ 

 公式車検       ７：１０～７：４５ 

 慣熟歩行       ７：４５～８：３０ 

 ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｽﾞ･ﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ  ８：４０～８：５０ 

 第１ﾋｰﾄ        ９：００～ 

 

第１５条 スタート方法 

 ランニングスタートとする。 

 

第１６条 順位の決定 

 原則として２ヒート行い、その内の良好なタイムを採用

し最終順位とする。 

 

第１７条 賞 典 

 ①各クラスの１位～３位：JAF メダル(除くｸﾛｰｽﾞﾄﾞ) 

 ②各クラスの１位～６位：トロフィー、副賞 

 賞典は各クラス参加台数の 25％を目安とする。 

 但し、最高６位までとする。  

 

第１８条 付 則 

① 本規則の適用は、参加申込受付と同時に有効となる。 

② 本規則及び競技に関する諸規則の解釈に疑義が生

じた場合は、審査委員会の決定を最終とする。 

③ COVID-19 感染対策として、入場時の検温の実施、ま

た、マスクの必着、及びソーシャルディスタンスを

保つこと。 

④ 競技会の延期の為、参加者が出場できない場合、ま

たは中止の場合は、手数料￥1000 を差引いて参加料

を返還する。 

但し、天災地変の場合はこの限りではない。 

 

               大会組織委員会 


