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２０１８年ＪＡＦ中部・近畿ラリー選手権 第３戦 

２０１８年ＪＭＲＣ中部ラリーチャンピオンシリーズ 第２戦 

２０１８年ＪＭＲＣ中部ラリーチャレンジシリーズ 第２戦 

いなべ東近江ラリー２０１８特別規則書（中級者向） 

 

公  示 

 本競技会は、ＦＩＡ国際モータースポーツ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定）、 

ＪＭＲＣ中部共通規則、ＪＭＲＣ中部ラリーシリーズ戦規定、およ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 

２０１８年ＪＡＦ中部・近畿ラリー選手権 第３戦 

２０１８年ＪＭＲＣ中部ラリーチャンピオンシリーズ 第２戦 

２０１８年ＪＭＲＣ中部ラリーチャレンジシリーズ 第２戦 

いなべ東近江ラリー２０１８ 

 

第２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３条 競技会の格式 

ＪＡＦ公認準国内競技 公認番号：２０１８－２３０２ 

 

第４条 開催日程、開催場所および競技距離 

１）２０１８年６月２３日（土）～２４日（日）の２日間 

 ２）ラリースタート：三重県いなべ市 大安庁舎 

   ラリーフィニッシュ：三重県いなべ市 大安庁舎 

総走行距離：２０６．６４Km（選手権） １１１．９４Km（チャレンジ） 

 

第５条 競技会本部（ヘッドクォーター/略称ＨＱ） 

２０１８年６月２３日 

１）いなべ市 大安庁舎 電話番号：０９０－４１９７－６６３９ 

２）大会本部開設及び閉鎖時間 ６：００～１９：００ 

３）大会本部レイアウト図（別途） 

２０１８年６月２４日 

１）いなべ市 大安庁舎 電話番号：０９０－４１９７－６６３９ 

２）大会本部開設及び閉鎖時間 ６：００～１９：００ 

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．スペシャルステージ 

１）スペシルステージの路面の種別 ： 舗装 

２）スペシャルステージの総走行距離： ２４．２１ｋｍ（選手権）１１．９２ｋｍ（チャレンジ）予定 

３）スペシャルステージの数    ： ９（選手権）４（チャレンジ） 

４）セクションの数        ： ２（選手権）１（チャレンジ） 

５）レグの数           ： １ 

６）レッキ            ： 付則３参照 

２．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 

３．競技中の指定給油所の有無    ： 有 ロードブックに明記。満タン給油を義務付ける。 

 

第７条 整備作業の範囲 

１．整備作業の範囲 

１） タイヤの交換 

２） ランプ類のバルブ交換 

３） 点火プラグの交換 

４） Ｖベルトの交換 

５） 各部点検増締め 

６） 整備申告書の提出によりオーガナイザーが認めた１）～５）以外の整備作業 

２．上記１）～５）以外の整備作業を行う場合は、競技会技術委員長の許可を得て行い 

整備作業後には所定の整備申告書を必ず提出すること。 

 

第８条 オーガナイザー 

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 

代表者名：竜田 健 

ＴＥＬ：０５９－３８５－４０１９ ＦＡＸ：０５９－３８５－４０４７ 

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

 

第９条 大会役員 

１．大会役員 

 ・大会特別名誉会長   ：鈴木 英敬（三重県知事） 

  ・大会名誉会長     ：日沖 靖 （いなべ市長）   

  ・大会名誉顧問     ：日沖 正信（三重県議会議員） 

・大会実行委員長    ：清水 隆弘（いなべ市議会副議長） 

・大会実行副委員長   ：藤田 賢吾（菰野町議会議員） 

・大会会長       ：竜田 健 （ＯＮ!・代表）   

２．組織委員会  

・組織委員長      ：竜田 健 （ＯＮ！） 

・組織委員       ：南谷 佳（ＯＮ！） 

  ・組織委員       ：五十嵐 貴充（ＯＮ！） 
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第１０条 競技会主要役員 

１・審査委員会 

・審査委員長      ：高橋 浩子（ＪＭＲＣ中部ラリー部会員） 

・審査委員       ：船越 潤（ＪＭＲＣ近畿ラリー部会員） 

 ２・主要オフィシャル 

・競技長        ：竜田 健  （ＯＮ！） 

・副競技長       ：齋藤 雅輝 （ＯＮ！） 

・コース委員長     ：五十嵐 貴充（ＯＮ！） 

・副コース委員長    ：石田 昌孝 （ＯＮ！） 

・計時委員長      ：馬場 和人 （ＯＮ！） 

・副計時委員長     ：安田 暢明 （ＯＮ！） 

・技術委員長      ：中根 敏晴 （ＯＮ！） 

・副技術委員長     ：石垣 進一 （ＯＮ！） 

・救急委員長      ：竜田 真由美（ＯＮ！） 

・事務局長       ：南谷 佳  （ＯＮ！） 

  ・医師団長       ：古橋 範雄 （ＯＮ！） 

・サービスパーク管理者 ：野村 好人 （ＯＮ！） 

  ・コンペティターリレーションオフィサー（ＣＲＯ）：藤田 洋文（Ｓｙｍｐｈｏｎｙ） 

 

第１１条 参加申込および参加料 

１．参加申込  

以下の書類をオーガナイザーへ郵送する事。 

(1) 参加申込書（２０１８年ＪＭＲＣ中部共通申込書を使用すること） 

(2) 車両申告書（２０１８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（２０１８年ＪＭＲＣ中部共通レッキ参加申込書を使用すること） 

(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 

(5) 参加車両の自動車検査証の写し 

(6) 自賠責保険の写し 

(7) 振込明細書または振込領収書の写し 

(8) 費用計算書 

(9) 念書・誓約書等（別途、個別にオーガナイザーが必要と判断し、提出を求めた場合に提出） 

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：桑名信用金庫 

支 店 名：員弁中央支店 

口座番号：普通預金００９２６４９ 

口座名義：トライアルスタッフオン 

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
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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。 

 

３．参加料 

＜中部・近畿ラリー選手権・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 ６００００円（レッキ代、土曜宿泊 2名分含む） 

＜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 ４００００円（レッキ代、土曜宿泊 2名分含む） 

※選手は指定場所での宿泊とする。 

・サービス登録料  

 サービス人員１名につき ４０００円（土曜宿泊含む） 

※宿泊を伴わないサービス登録料は一名につき ５００円 

・サービス車両 追加一台につき ２０００円 

※サービス車両１台分（但し、コ・ドライバー車両または送迎車両等）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。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や、別途宿泊先を御願いする場合もあります。 

ご理解ご協力をお願い致します。当該施設満室の場合は最寄りの他所を斡旋します。 

４．受付期間 

２０１８年４月１３日（金）～６月０８日（金） 

５．参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：http://www.staff-on.com 

代表 竜田 健 携帯 ０９０－４１９７－６６３９ 

 

第１２条 競技会有効任意保険 

１）競技参加者は、ラリー競技に有効な対人賠償保険及び搭乗者傷害保険（又は各種共済・互助会等）に 

加入すること。 

 ２）未加入者は出走を認めない。加入困難等の場合、参加申込締切までに、オーガナイザーに照会する事。 

 ３）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、保険証券または保険の加入を証明できる 

   書類の写しを提出する事。 

 

第１３条 競技会のタイムスケジュール 

１．参加（レッキ）受付日時       ６月２３日 ７：００～ ７：３０ ラリーＨＱ 

２．レッキ開始／終了日時        ６月２３日 ７：００～１２：００ 
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３．参加確認サービス受付        ６月２３日１２：００～１３：００ ラリーＨＱ 

４．公式車両検査            ６月２３日１２：００～１４：００ ラリーＨＱ 

５．第１回審査委員会          ６月２３日１４：００～１４：３０ 大安公民館会議室 

６．スタートリストの発表        ６月２３日１４：３０        ラリーＨＱ 

７．開会式／ドライバーズブリーフィング ６月２３日１４：３０～１５：３０  大安公民館大会議室 

８．セレモニアルスタート        ６月２３日１６：００～１７：００ 大安庁舎駐車場  

９．シェイクダウン           ６月２３日１６：００～１７：３０ 大安コース 

１０．ラリースタート（1 号車予定）    ６月２４日 ７：００～      大安庁舎駐車場 

１１．ラリーフィニッシュ（１号車予定）  ６月２４日１５：３１       大安庁舎駐車場 

１２．最終審査委員会（予定）       ６月２４日１６：３０～１６：５５ 大安公民館会議室 

１３．暫定結果の発表（予定）       ６月２４日１６：３０        ラリーＨＱ 

１４．再車両検査（予定）         ６月２４日１６：３０～ 

１５．表彰式（予定）           ６月２４日１７：００～（予定）  大安公民館大会議室 

 

第１４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 ４～５位：主催者賞 

 

第１５条 ラリー行程表/ITINERARY 

 

第１６条 本規則の施行ならびに記載されていない事項 

  １．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。 

  ２．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。 

                                             以上 

                               いなべ東近江ラリー２０１８ 

                                   大会組織委員会 

 

                                     2018.6.8 発行 
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付則１．アイテナリー 選手権 
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付則２. 暫定アイテナリー チャレンジ
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付則３．レッキの実施方法 

 

   受付日時 2018 年 6 月 23 日（土）7：00～7：30 

 

   受付場所 いなべ市大安庁舎西側駐車場 サービスパーク 三重県いなべ市大安町 

         ※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。 

         石榑峠東２回→石槫峠西２回→大安２回→給油→サービスパーク 

 

   開設時間  石榑峠東 07：00～09：00 

         石槫峠西 09：00～11：00 

         大安   10：00～12：00 

 

   遵守事項 １．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。 

         ２．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。 

         ３．全てのコースで、レッキ時には、道路の占用許可は取っておらず、また石槫峠では 

           ハイキングシーズンの為、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。 

         ４．大安終了後、指定給油所での満タン給油を義務付ける。 

         ５．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。 

         ６．その他、各所でオフィシャルの指示には必ず従う事。 

         ７．コースレイアウト上、レッキ開設時間を厳守する事。 

         ８．石榑峠東終了後の時間調整は、レッキロードブックを参照。 

           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、厳正に対処する。 
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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 

 

23 日 

07：00～07：30  レッキ受付（サービスパーク） 

07：30～14：00  サービスパーク 

14：00～14：30  審査委員会 

14：30～15：45  開会式 

16：00～17：00  セレモニアルスタート 

 17：00～18：00  サービスパーク 

 19：00～     宿泊施設（青川峡キャンピングパーク） 

 

24 日 

 07：00～08：30  HQ（いなべ市大安庁舎） 

 09：00～10：00  永源寺支所前イベントエリア 

 11：00～11：30  サービスパーク（いなべ市大安庁舎 P） 

 11：30～12：00  チャレンジクラス・ラリーフィニッシュ（いなべ市大安庁舎 P） 

12：00～15：30  HQ（いなべ市大安庁舎） 

 15：30～16：30  選手権・ラリーフィニッシュ（いなべ市大安庁舎 P） 

 16：30～16：55  審査委員会 

17：00～     表彰式（いなべ市大安庁舎） 
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付則５．セレモニアルスタート 

  スタート方法 

来賓によるスタートフラッグの合図によりスタートする。 

 

付則６．シェイクダウン 

   シェイクダウン開催日時 

先頭車両スタート時刻 16:10 その後 1分間隔でゼッケン順にスタートし、各車 1回の走行を行う。 

車両トラブル等で走行できない場合でも時間外の走行は認めない。 

 

  シェイクダウン開催場所 

シェイクダウンのコースは、Lucky Day(大安)SS で実施する。 

 

  シェイクダウン実施方法 

1. 全参加者はシェイクダウンに参加すること。 

2. シェイクダウンはスペシャルステージラリー開催規定に伴い、スタート、ラジオポイント、フィニ

ッシュが本番同様に設置され、オフィシャルや安全対策スタッフが配置された状態で実施する。 

3. シェイクダウンで計測されたタイムは参考タイムとして公表される。 

4. 参加クルー以外のものが、シェイクダウン中の車両に乗車することを禁止する。 

5. 参加クルーは2018年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

則に従ったヘルメット・レーシングスーツを着用すること。またグローブも着用すること(コ・ドラ

イバーは任意) 

6. シェイクダウンを行う前に参加車両は公式車検に合格していなければならない。 

7. シェイクダウン中に車両トラブルが発生した場合、サービスパークにおいてのみ車両整備が認めら

れる。その場合必ず技術委員長の許可を得ること。 

8. この規則に従わないクルーは審査委員会に報告される。 

 

付則７．ゼッケン等貼り付け位置 

   ゼッケン                ：左右ドアおよびボンネットの計 3枚 3カ所。 

   ＪＡＦ公認ラリー競技会之証       ：左リアウィンドウに内側から貼り付ける。 

   スポンサーステッカー（愛和金属有限会社）：場所の指定は無いが、必ず貼り付ける事。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SS SS5 SS7
SS SS1 SS3 SS4 SS6 SS8 SS9


