
ＪＡＦ公認国内競技 ２０１３-＊＊＊＊

２０１３年ＪＡＦ中部・近畿ラリー選手権 第６戦

２０１３年ＪＭＲＣ中部ラリーチャンピオンシリーズ 第３戦

２０１３年ＪＭＲＣ中部ラリーチャレンジシリーズ 第４戦

(草案)

シロキヤラリー’１３

特別規則書    
Supplementary Regulations

開催日：２０１３年１１月１６～１７日

主 催： チームシロキヤ

ＳＯＭＯＳ

協 賛： ダンロップファルケンタイヤ株式会社

株式会社ダンロップ・ファルケン中部

テクノイル名古屋

協 力： ＲＴＮ

ＭＡＳＣ

トライアルスタッフＯＮ！

ＺＥＳＴ



２０１３年ＪＡＦ中部・近畿ラリー選手権 第６戦

２０１３年ＪＭＲＣ中部ラリーチャンピオンシリーズ 第３戦

２０１３年ＪＭＲＣ中部ラリーチャレンジシリーズ 第４戦

シロキヤラリー’１３

目次

第１条  競技会の名称···························································································································································３

第２条  競技種目·····································································································································································３

第３条  競技の格式································································································································································３

第４条  開催日程および開催場所····································································································································３

第５条  競技会本部（ＨＱ） ···················································································································································３

第６条  競技内容·····································································································································································３

第７条  オーガナイザー························································································································································４

第８条  組織··············································································································································································４

第９条 参加車両·····································································································································································４

第１０条 クルーの装備品·······················································································································································５

第１１条 クラス区分··································································································································································６

第１２条 参加資格 ····································································································································································６

第１３条 参加台数および参加受理····································································································································６

第１４条 参加申込および問合せ先（大会事務局）·······································································································６

第１５条 保険··············································································································································································７

第１６条 参加申込受付期間·················································································································································７

第１７条 プログラム··································································································································································７

第１８条 レッキの実施方法 ···················································································································································９

第１９条 タイムコントロール···················································································································································９

第２０条 スペシャルステージ················································································································································９

第２１条 整備作業 ····································································································································································９

第２２条 賞典·········································································································································································· １０

第２３条 成績·········································································································································································· １０

第２４条 付則·········································································································································································· １０

付則１  暫定ITINERARY（ラリー行程表）···········································································································１１，１２

付則２  ＣＲＯ········································································································································································· １３



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、２０

１３年日本ラリー選手権規定、ラリー競技開催規定、２０１３年ＪＭＲＣ中部ラリーシリーズ戦規定、２０

１３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
２０１３年ＪＡＦ中部・近畿ラリー選手権 第６戦（以下地区戦と記載）

２０１３年ＪＭＲＣ中部ラリーチャンピオンシリーズ 第３戦（以下地区戦と記載）

２０１３年ＪＭＲＣ中部ラリーチャレンジシリーズ 第４戦（以下チャレンジと記載）
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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」に従うスペシャルステージラリー

第３条 競技の格式
ＪＡＦ公認準国内格式 ＪＡＦ公認番号：２０１３-＊＊＊＊

第４条 開催日程および開催場所
開催日程：２０１３年１１月１７日（日）

開催場所：愛知県北設楽郡豊根村・設楽町地内

ラリースタート：愛知県北設楽郡豊根村・茶臼山高原スキー場

ラリーフィニッシュ：愛知県北設楽郡豊根村・茶臼山高原スキー場

第５条 競技会本部（ＨＱ）
所在地 名称：愛知県北設楽郡豊根村  茶臼山高原スキー場第２駐車場内

開設日時：２０１３年１１月１６日（土）０９：００～

第６条 競技内容
１．競技内容：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：約１３７ｋｍ（地区戦）

約７５ｋｍ（チャレンジ）

４．スペシャルステージの有無：有

５．スペシャルステージ路面の種別：舗装路面

６．スペシャルステージの総距離： 約２５ｋｍ（地区戦）

約１５ｋｍ（チャレンジ）

７．スペシャルステージの数： ７（地区戦）

４（チャレンジ）

８．セクションの数： ２（地区戦）

１（チャレンジ）

９．サービスの有無： 有（地区戦）

無（チャレンジ）

１０．競技中の指定給油所の有無：無 （サービス会場に給油エリアを設定）

第７条 オーガナイザー
名称：チームシロキヤ（ＪＡＦ加盟クラブＮｏ．２３０１７）

所在地：〒473-0908 愛知県豊田市宝町玉泉８０番 （有）エスアールエス内

TEL：0565-28-6524  FAX：0565-29-9466  E-Mail:srs@hm.aitai.ne.jp



第８条 組織
１．組織委員会

組織委員長 澤田 耕一（SHIROKIYA）

組織委員 新堂 啓太（SHIROKIYA）

組織委員 野口 恒太（SHIROKIYA）

２．競技会審査委員会

審査委員長 長坂 眞澄（MASC）

審査委員 梅津 祐実（OECU-AC）

３．競技役員

競技長 金子 敏邦（SHIROKIYA）

副競技長

コース委員長 澤田 耕一（SHIROKIYA）

計時委員長 鈴木 眞由美（SHIROKIYA）

技術委員長 小林 成広（SHIROKIYA）

救急委員長 鈴木 眞由美（SHIROKIYA）

事務局長 寺島 信也（SHIROKIYA）

ＪＭＲＣ中部救急認定委員 澤田 耕一（SHIROKIYA）

４．コンペティター・リレーション・オフィサー（ＣＲＯ）

ＣＲＯ Ｔ．Ｂ．Ｄ．（****）

第９条 参加車両

＜地区戦＞
１．２０１３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以下の車両とする。

Ａ．ラリーＲＮ車両

Ｂ．ラリーＲＪ車両

Ｃ．ラリーＲＦ車両（但し、最低重量、リストリクター、ホイールおよびタイヤについては、２０１３年

のＪＡＦ国内競技車両規則第２編ラリー車両規定第３章改造規定に従っていること。）

２．２０１３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ロールケージを装備してい

ること。

３．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、２０１３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。

４．マフラーおよび触媒はメーカーラインオフ時に装着されている純正品に限定する。

５．ランプポッドを装着する際は、RF車両も含めて２０１３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。

６．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。

７．三角停止板２枚、赤色灯、非常用信号灯（発煙筒）２本以上、牽引ロープ、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。また、オフィシャルの準

備するSOSサイン・OKサインは車内の取り出しやすい位置に備える事。

８．２０１３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消火装置を装備すること。

＜チャレンジ＞
１．２０１３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。



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。

５．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、２０１３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。

６．マフラーおよび触媒はメーカーラインオフ時に装着されている純正品に限定する。

７．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。

８．三角停止板２枚、赤色灯、非常用信号灯（発煙筒）２本以上、牽引ロープ、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。また、オフィシャルの準

備するSOSサイン・OKサインは車内の取り出しやすい位置に備える事。

９．少なくとも２０１３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。

１０．ホイールおよびタイヤについては、２０１３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。

第１０条 クルーの装備品
１．安全ベルトは必ず装着し、タイムトライアル区間やオーガナイザーの指示がある場合は必ず４

点式以上の安全ベルト、ヘルメット、グローブおよびレーシングスーツを着用すること。但しコ・ド

ライバーについてはグローブの着用を免除する。

２．ヘルメットおよびレーシングスーツは、２０１３年のＪＡＦ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」に従ったものとする。

３．上記１．の場合以外でも、競技中は長袖長ズボンを着用すること。

第１１条 クラス区分
＜地区戦＞
ＤＥ－４クラス：気筒容積３０００ｃｃを超える車両

ＤＥ－３クラス：気筒容積１５００ｃｃを超え、３０００ｃｃ以下の車両

ＤＥ－２クラス：気筒容積１５００ｃｃ以下の車両
（補足：異なる車両区分（ＲN、ＲJ、ＲＦ）でのクラス分けは行わない。）

＜チャレンジ＞

チャレンジクラス：２０１３年ＪＭＲＣ中部ラリーシリーズ戦規定第５条２．による。
（補足：気筒容積、駆動方式および異なる車両区分（ＲＮ、ＲＪ、ＲＢ、ＲＦ）によるクラス区分は行わない。）

第１２条 参加資格
＜地区戦＞
１．本競技会に参加できる競技者は、２０１３年ＪＡＦ発給の国内競技運転者許可証Ｂ級以上を所持

していること。

２．ＪＡＦ中部・近畿地域クラブ協議会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。但し、参加台数に余裕が有る場合は他地域からの参加を妨げない。

３．１チーム２名限定とする。

４．ドライバーおよびナビゲーターは、参加申込締切時点で当該車両を運転するに有効な運転免

許証を取得後１年以上経過していなければならない。

＜チャレンジ＞
１．ドライバーはドライバーとして、過去５年以内のＪＡＦ公認ラリーにおいて６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。

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参加を認める。

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１３条 参加台数および参加受理
１．総参加台数は６０台までとする。

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。

この場合参加料等は事務手数料２，０００円を差し引いて返還される。

３．参加不受理および各参加者側の理由による参加申込取消しの場合は、事務手数料２，０００円

を差し引いて参加料等を返還する。

４．正式受理後の参加料はオーガナイザーの都合で競技会を中止した場合を除き、返還されな

い。

第１４条 参加申込および問合せ先（大会事務局）
１．参加申込先・問い合わせ先

〒473-0908 愛知県豊田市宝町玉泉８０番 （有）エスアールエス内

シロキヤラリー'１３ 事務局

TEL：0565-28-6524  １１：００～２０：００（水曜日を除く）

FAX：0565-29-9466

２．提出書類

１．参加申込書 ２．車両申告書 ３．サービス申込書 ４．レッキ誓約書

５．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）

６．振込明細書または振込領収書の写し

７．宿泊要望書

３．参加料

地区戦参加車両 ６０，０００円（レッキ、宿泊、懇親会費用含む）（１台につき）

チャレンジ参加車両 ４０，０００円（レッキ、宿泊、懇親会費用含む）（１台につき）

サービス車両登録１，０００円（１台につき）

サービスクルー登録８，０００円（１６日・宿泊、懇親会費用含む）（１名につき）

注意事項・サービスパークでの車中泊は、スキー場施設内の為、禁止します。

４．参加料金の支払方法

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。

豊田信用金庫 土橋
つちはし

支店 普通口座 0250390

チームシロキヤ 代表 金子邦敏（カネコクニトシ）

↑間違えないように

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１４条２．）の書類の原本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１５条 保険
２０１３年日本ラリー選手権規定第１８条に基づき、ラリー競技に有効な対人賠償保険人５，０００万

円以上、対物賠償保険人２００万円以上（免責１０万円以下）、および搭乗者保険（または共済もし

くはそれに相当する制度）５００万円以上に加入していること。

第１６条 参加申込受付期間
１．受付開始

２０１３年１０月１８日（金）～２０１３年１１月０１日（金）（必着）



第１７条 プログラム
参加申込の開始日  ２０１３年１０月１８日（金）

参加申込の締切日  ２０１３年１１月０１日（金）

サービスパークオープン

日時：２０１３年１１月１６日（日）９：００～１７：３０

２０１３年１１月１７日（日）５：００～１６：００

場所：愛知県北設楽郡豊根村 茶臼山高原スキー場第２駐車場

サービスパーク閉鎖

  日時：２０１３年１１月１６日（土）１７：３０～１７日（日）５：００まで

レッキ受付

日時：２０１３年１１月１６日（土）９：３０～１０：００

場所：愛知県北設楽郡豊根村 茶臼山高原スキー場第２駐車場

レッキブリーフィング

日時：２０１３年１１月１６日（土）１０：００～１０：１５

場所：愛知県北設楽郡豊根村 茶臼山高原スキー場第２駐車場

レッキ

日時：２０１３年１１月１６日（土）１０：３０～１５：００（予定）

参加確認、サービス受付

日時：２０１３年１１月１６日（土）１４：００～１６：００

場所：愛知県北設楽郡豊根村 茶臼山高原スキー場第２駐車場

ロードブックの発行

日時：２０１３年１１月１６日（土）１４：００

場所：愛知県北設楽郡豊根村 大入の郷

公式車両検査

日時：２０１３年１１月１６日（土）１５：００～１６：００

場所：愛知県北設楽郡豊根村 茶臼山高原スキー場第２駐車場

第１回審査委員会

日時：２０１３年１１月１６日（土）１６：００～

場所：愛知県北設楽郡豊根村 茶臼山高原スキー場第２駐車場

ドライバーズ・ブリーフィング

日時：２０１３年１１月１６日（土）１７：３０～

場所：愛知県北設楽郡豊根村 大入の郷

スタートリストの公示

日時：２０１３年１１月１６日（土）１８：００（予定）

場所：仮説公式掲示板（大入の郷）

スタート

日時：２０１３年１１月１７日（日）８：００（１号車予定）

場所：愛知県北設楽郡豊根村 茶臼山高原スキー場第２駐車場

第２回審査委員会

日時：２０１３年１１月１７日（日）１２：００～

場所：愛知県北設楽郡豊根村 茶臼山高原スキー場第２駐車場

ラリーフィニッシュ

日時：２０１３年１１月１７日（日）１２：００（チャレンジ 予定）

場所：愛知県北設楽郡豊根村 茶臼山高原スキー場第２駐車場

日時：２０１３年１１月１７日（日）１３：４５（地区戦 予定）

場所：愛知県北設楽郡豊根村 茶臼山高原スキー場第２駐車場

暫定結果発表  第３回審査委員会

日時：２０１３年１１月１７日（日）１４：３０（予定）

場所：公式掲示板および表彰式会場 茶臼山高原スキー場内

表彰式

日時：２０１３年１１月１７日（日）１５：００（予定）

場所：愛知県北設楽郡豊根村 茶臼山高原スキー場内



第１８条 レッキの実施方法
１．レッキ受付

日時：２０１３年１１月１６日（土）０９：３０～１０：００

場所：愛知県北設楽郡豊根村 茶臼山高原スキー場第２駐車場

２．ドライバー、コ・ドライバーは、レッキタイムスケジュールに従い、レッキに参加することを義務付

ける。

３．レッキタイムスケジュール

レッキタイムスケジュールおよび実施についての詳細は受理書にて示す。

４．各クルーはレッキの間中、左リヤサイドウインドウにレッキゼッケンを貼付しなければならない。

５．各クルーは各スペシャルステージを２回走行することができる。但し、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。

６．スペシャルステージ区間内では指示された方向に従って走行すること。逆走を禁止する。

７．レッキに競技車両を使用することを認める。

８．レッキのタイムスケジュールに定められた時間外の走行はいかなる場合も禁止する。これに違

反した場合は大会審査委員会によって罰則が課せられる。

また、レッキ以外での愛知県北設楽郡設楽町内での本人または関係者の事前走行を禁止する。

もしその事実が発覚した場合は、氏名を公表するとともに、そのチームからの参加を一切認め

ない。

９．レッキの間、各クルーは交通法規を遵守しなければならず、さらに特別規則や公式通知で通知

されるオーガナイザーのいかなる指示にも従わなければならない。いかなる場合も他の道路使

用者の安全と権利を尊重しなければならない。オフィシャルはレッキのルート上で競技車両の

動作を目視、計測機器、写真、ビデオ等によって監視することがある。全ての違反は大会審査

委員会に報告される。

第１９条 タイムコントロール
１．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。

２．各デイ最後のコントロール（その直前にサービスパークがある場合は、その出口のコントロール

も含む）については、早着によるタイムペナルティを与えない。

第２０条 スペシャルステージ
１．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。

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

２６条５．に従う。

第２１条 整備作業
１．整備作業の監督を担当する競技役員：技術委員長 小林 成広

２．整備作業を行なうことができる場所：愛知県北設楽郡豊根村 茶臼山高原スキー場第２駐車場

３．サービスパークには競技車両の他には登録されたサービスカー以外は入場出来ない。サービ

スカーは参加申込時に登録され、サービス車両であることを示すプレート（サービスカー登録

証）を表示していなければならない。

４．整備作業の範囲

（１）タイヤの交換

（２）ランプ類のバルブの交換

（３）点火プラグの交換

（４）Ｖベルトの交換

（５）各部点検増し締め

５．上記以外の整備作業を行なう場合、所定の整備申告書に記入し、競技会技術委員長の許可を

得ること。作業後は整備申告書を必ず提出すること。

６．整備作業を行なうことができる者は、当該車輌の乗員および登録されたサービスクルーとする。

７．整備作業を行なうときは、必ずシートを敷いて行ない、サービスパークの美化に努めること。



第２２条 賞典
ＤＥ－４クラス １～３位：ＪＡＦメダル、副賞４～６位：副賞

ＤＥ－３クラス １～３位：ＪＡＦメダル、副賞４～６位：副賞

ＤＥ－２クラス １～３位：ＪＡＦメダル、副賞４～６位：副賞

なお参加台数によって、ＪＡＦ盾を除き、各クラス参加台数の３０％を超えない範囲に賞典を制限す

る場合がある。この場合の正式な賞典内容は、参加受理書発送時に公式通知にて示す。

チャレンジクラス １～３位：ＪＡＦメダル、主催者賞

但し、各クラスとも参加台数の２５％を超え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。

シロキヤラリー’１３ 大会組織委員会







付則２：ＣＲＯ

ＣＲＯ

           

Ｔ．Ｂ．Ｄ．

電話：別途公式通知にて示す。

ＣＲＯ行動スケジュール（予定）

１１月１６日(土)：ＨＱ、サービスパーク周辺

１１月１７日(日)：ＨＱ、サービスパーク、表彰式会場周辺

お写真



レッキ誓約書

私はレッキ参加に当たり、当該レッキは競技会ではないこと、レッ

キ中は道路占有許可を取っていないためにコース内で対向車が来る

可能性があること、を理解し、交通法規、走行マナー、本大会特別

規則書およびレッキ指示書を遵守し、かつ地元車両や工事車両等を

最優先させて走行することを誓約致します。また、関連して起こっ

た死亡、負傷、その他の事故で私自身及び同乗者の受けた損害につ

いて、決して日本自動車連盟、主催者及び大会役員、大会関係者並

びに他の競技者に対して非難したり、責任を追及したり、損害賠償

を要求したりしないことを誓約致します。なお、このことは事故が

上記主催団体または大会役員の手違いなどに起因した場合であって

も変わりません。

シロキヤラリー’１３参加者の内、１台でもレッキ中に事故を起こし

た場合は、競技会そのものを中止する事に同意し、参加料の返還も

請求いたしません。

上記内容に従って、レッキへの参加を申込みます。

年  月  日  

参加者署名             印


