
 

ＪＡＦ公認準国内競技（公認番号２０１４-３３０６） 

２０１４年ＪＡＦ中部近畿ラリー選手権第３戦 

２０１４年ＪＭＲＣ近畿ＳＳラリーシリーズ第２戦 

２０１４キャッスルラリーinかんなべ 
 

特別規則書 
 

公   示 

 本競技会は、ＦＩＡの国際モータースポーツ競技規則に準拠した一般社団法人日本自動車連盟 

（ＪＡＦ）の国内競技規則とその付則、２０1４年日本ラリー選手権規定、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 競技会の名称 

２０１４年ＪＡＦ中部・近畿ラリー選手権 第３戦 

２０１４年ＪＭＲＣ近畿ＳＳラリーシリーズ 第２戦 

「２０１４キャッスルラリーinかんなべ」 

第２条 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 

第３条 競技会の格式 

ＪＡＦ公認準国内競技 公認番号２０１４－３３０６ 

第４条 開催日程、開催場所及び競技距離 

２０１４年７月１９日（土）～２０日（日）  ２日間 

兵庫県豊岡市近隣をスタート及びフィニッシュとする約１４０Ｋｍ 

第５条 大会本部（ＨＱ） 

所 在 地：兵庫県豊岡市日高町万場 

名 称 ：万場公民館 

電話番号：０９０－８７５３－３２５２ 

開設日時： ７月１９日（土） ９：００～１９：００ 

     ７月２０日（日） ７：３０～１８：００ 

※レイアウト図は別途、公式通知にて告知する。 

第６条 競技内容 

１．スペシャルステージの路面：グラベル（一部ターマック） 

２．スペシャルステージの総走行距離：約３６Ｋｍ 

３．スペシャルステージの数：６本 

４．セクションの数：２ 

５．デイの数：１ 

６．レッキ：有  ７月１９日(土)   

 ※レッキのスケジュールは、コミュニケーションにて示す。 

第７条 オーガナイザー 

名称：ラリークラブキャッスル（TEAM CASTLE） 

代表者名：大沢正治 

〒671-0241 兵庫県姫路市四郷町上鈴 244-1 

第８条 大会役員 

大会名誉会長 中貝 宗治（豊岡市長） 

大会会長   大沢 正治（ラリークラブキャッスル代表） 

組織委員長  竹内 元彦  組織委員 藤本 雄也、児玉 智比呂 

第９条 競技役員 

審査委員長    小牧 靖昌  （ＪＭＲＣ近畿派遣） 

審査委員     竜田  健  （ＪＭＲＣ中部派遣） 

競技長      竹内 元彦    副競技長    中野 正司 

コース委員長   児玉智比呂   副コース委員長  中島 久成 

計時委員長    進  政範   副計時委員長   入江 護 

技術委員長    梅津 祐実   副技術委員長   志水 洋隆 

救急委員長    三宅  浩    医師団長    上坂 邦夫 

サービス管理者  志水 洋隆    事務局長    竹内 元彦 

    選手リレーション役員（ＣＲＯ）  藤田 洋文  

第１０条 参加申込および参加料 

    参加申込は、ＪＡＦ公認ラリー参加申込書（ＪＭＲＣ中部、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 

て銀行振込にて行うこと（受付期間内必着）。 

１． 参加申込先 

  送り先：〒６７９-４０２６ 兵庫県たつの市揖西町竹原５３５ 

      竹内元彦方キャッスルラリー大会事務局 



 

       Tell /Fax 07９１-6６-0９８６ 

       e-mail ：je3ois-1@zeus.eonet.ne.jp 

２． 問合せ先（大会事務局） 

              担当者（竹内）携帯  ０９０－875３－３25２（10：００～２2：００）   

e-mail ： je3ois-1@zeus.eonet.ne.jp 

３． 参加受付期間 

２０１４年６月１７日（火）～２０１４年７月４日（金）※受付期間内必着 

４． 提出書類 

① ＪＡＦ公認ラリー参加申込書（ＪＭＲＣ中部、近畿統一様式） 

② 車両申告書 

③ サービス登録用紙 

④ レッキ申込用紙 

⑤ 振込明細書 

⑥ ドライバー及びコ・ドライバーのライセンスのコピー（№が確認できるもの） 

⑦ 任意保険に関する書類（第１１条参照） 

⑧ 自動車検査証の写し 

所定の用紙に必要事項を記入し、それぞれ署名捺印の上、以下の参加料を添えて参加受

付期間内に上記までに申し込むこと。 

５． 参加料（保険料別途） 

１台 ６５,０００円（チャレンジクラスは ５５,０００円） 

注意：上記には、参加者及びサービス員の食事・宿泊は、参加費に含まれていません。 

※ＪＭＲＣ近畿・中部個人会員は１名につき１,０００円、割引する。 

６． レッキ参加料：１台 ７,０００円 

７． サービス登録料 

サービスカー：１台 ５,０００円  サービスクルー：無料 

※サービスについての詳細は、インフォメーションにて示す。 

     ８．任意保険料（未加入の方、別紙参照）：事務局にお問い合わせください。 

９．支払い方法 

       支払いは下記の銀行口座への振込のみとする。 

       ※みなと銀行 御着支店 普通 ３３１１６５１ 

        ラリークラブキャッスル代表者 竹内元彦 

（ラリークラブキャッスルダイヒョウシャタケウチモトヒコ） 

       ※振込手数料は申込者の負担とする。 

       ※振込名義人は参加者とすること。 

        参加申込期間内に代金振込が確認された場合のみ、正式申込とする。 

第１１条 競技会有効任意保険 

    競技参加者は当該競技会に有効な対人５０００万円以上，対物２００万円以上（免責１０万 

円以下），搭乗者５００万円以上（搭乗者は共済もしくはそれに準じる制度でも可）の任意保

険に加入しなければならない。 

○未加入者は参加申込時に別紙保険料と参加車両の車検証の写しを必ず同封すること。 

○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１２条 競技のタイムスケジュール 

７月１９日（土） 

レッキ受付        ９：３０～１０：００      万場公民館 

レッキブリーフィング  １０：００～１０：１５        〃 

レッキ         １０：３０～１４：００（予定）    〃 

参加確認        １４：００～１５：００        〃 

サービス受付      １４：００～１５：００        〃 

サービスミーティング  １５：３０～１５：４５        〃 

公式車両検査      １４：３０～１６：３０      万場第１駐車場 

第１回審査委員会    １６：３０～           万場公民館 

スターティングリスト公示17：00               〃 

ドライバーズブリーフィング  １７：００～            〃 

７月２０日（日） 

スタート（１号車）        ８：３０        万場第１駐車場 

ゴール （１号車）       １５：１５頃         〃 

再車検             １６：１５頃         〃 

暫定結果            １６：１５頃       万場公民館 

表彰式          １６：４５頃（予定）        〃 

第１３条 賞典 

１．JAF地方選手権・ＪＭＲＣ近畿ＳＳラリー戦部門  

      （ＤＥ－２・ＤＥ―３・ＤＥ－４・ＤＥ―５・ＤＥ－６） 

各クラス１位～３位      ＪＡＦメダル・盾・副賞 

      各クラス４位～６位      盾・副賞 

２．チャレンジクラス         

      １位             副賞 

    参加台数により、賞典の制限を行うことがある。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告知される。 

第１８条 クラス区分 

    ＪＭＲＣ近畿ラリー共通規則書に準じる。 

    （ＤＥ-２・ＤＥ-３・ＤＥ-４・ＤＥ-５・ＤＥ-６） 

チャレンジクラス   

第２２条 タイムコントロール 

    １．公式計時は、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．アーリーチェックイン 

      最終のＴＣは早着減点の対象としない。但し、道路交通法は必ず厳守すること。 

第２９条 本規則の施行ならびに記載されていない事項 

１．本規則の適用は、競技会の参加申込み受付と同時に有効となる。 

２．本規則に記載されていない競技に関する細則は、ＪＭＲＣ近畿共通規則に従う。 

３．本規則に記載されていない競技運営の細則、変更及び参加者に対する指示事項は公式通知

によって示す。また、その示す範囲において、すでに示された指示に優先するものとする。 

４．各規則書発行後、ＪＡＦによって決定された事項は、すべての規則に優先する。 

以上 

※ 上記以外の条項はＪＭＲＣ近畿ラリー共通規則書に記載。 

 

２０１４キャッスルラリーinかんなべ 大会組織委員会 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付則１  アイテナリー 

 

＊このアイテナリーは６０台参加の場合、参加台数により変更する場合がありますのでご注意ください。 



 

 

 

 付則２  レッキスケジュール 

   コミュニケーションにて示す。 

  

付則３  コンペティターリレーションオフィサー（ＣＲＯ）   

    藤田 洋文  

 

 

Mobile：公式通知にて公示する     

ＣＲＯ行動スケジュール 

７月１９日（土）    ７月２０日（日） 

          競技会事務局     サービスパーク 

          サービスパーク    スタート 

          参加確認       リフューエル 

          公式車検       サービスパーク 

      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 

詳細は公式通知にて示す 

 

付則５ ゼッケンおよび広告 

   公式通知にて示す。 

 

 


