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2019 年 JAF 中部・近畿ラリー選⼿権第 5 戦
2019 年 JMRC 近畿 SS ラリー選⼿権シリーズ第 3 戦
第 40 回神⼤ラリー

TOYOTA GAZOO Racing Rally Challenge 2019 Cup in 丹波篠⼭

「2019 ラリー in 丹波篠⼭」
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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
則およびその細則、２０１９年⽇本ラリー選⼿権規定、２０１９年ＪＭＲＣ近畿共通規則、TOYOTA GAZOO Racing Rally
Challenge 2019 シリーズ規則、ラリー競技開催規定およ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
アイテム
参加申込の開始（地⽅選⼿権）
（TGRRCC）
参加申込の締切（地⽅選⼿権）
（TGRRCC）
【地⽅選⼿権部⾨】
ラリーHQ の開設時間
公式掲⽰板設置時間
レッキ参加受付
レッキブリーフィング
レッキ
サービスパークオープン
サービス受付
参加確認
公式⾞両検査
第１回審査委員会(地⽅選⼿権)
ドライバーズブリーフィング
Leg1スタートリスト公⽰
Leg1スタート (1号⾞)
Leg2スタートリスト公⽰
ラリーHQ の開設時間
公式掲⽰板の設置時間
Leg2スタート (1号⾞)
ラリーフィニッシュ (1号⾞)
暫定結果発表
表彰式
【TGRRCC部⾨】
サービスパークオープン
ステッカー配布
マナー講習
レッキ参加受付
レッキ
参加確認

⽇時
8/15(⽊) 10:00~
8/16(⾦) 10:00~
8/29(⽊) ~20:00
8/29(⽊) ~17:00

場所
⼤会事務局
TGRRC事務局
⼤会事務局
TGRRC事務局

9/14(⼟) 06:30~22:00
9/14(⼟) 06:30~22:00
9/14(⼟) 07:00~07:15
9/14(⼟) 07:20~07:30
9/14(⼟) 07:30~11:30
9/14(⼟) 07:00~
9/14(⼟) 09:00~14:00
9/14(⼟) 12:00~12:30
9/14(⼟) 12:00~14:30
9/14(⼟) 14:00~
9/14(⼟) 15:00~
9/14(⼟) 15:00
9/14(⼟) 16:00
9/14(⼟) 21:30(予定)
9/15(⽇) 05:30~19:30
9/15(⽇) 05:30~19:30
9/15(⽇) 09:00
9/15(⽇) 14:31(予定)
9/15(⽇) 16:00(予定)
9/15(⽇) 16:30(予定)

四季の森⽣涯学習センター
四季の森⽣涯学習センター
HQ
四季の森⽣涯学習センター

9/14(⼟) 14:00~
9/14(⼟) 14:00~16:00
9/14(⼟)16:00~
9/15(⽇) 05:30~05:50
9/15(⽇) 05:50~07:30
9/14(⼟) 16:30~17:00
9/15(⽇) 07:30~08:00
公式⾞両検査
9/14(⼟) 16:30~18:00
9/15(⽇) 07:30~08:45
第1回審査委員会(TGRRCC部⾨) 9/15(⽇) 08:20~

社会福祉協議会駐⾞場
HQ
HQ
⾞検場
審査委員会室
四季の森⽣涯学習センター
公式掲⽰板
サービスパーク
公式掲⽰板
四季の森⽣涯学習センター
四季の森⽣涯学習センター
サービスパーク
JA 丹波ささやま本店 駐⾞場
公式掲⽰板
四季の森⽣涯学習センター
社会福祉協議会駐⾞場
HQ
HQ
四季の森運動公園
HQ
HQ
サービスパーク
サービスパーク
審査委員会室
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ドライバーズブリーフィング
Leg2スタートリスト公⽰
※以下地⽅選⼿権に同じ

9/15(⽇) 09:00~
9/15(⽇) 09:00

四季の森⽣涯学習センター
公式掲⽰板

第2条 競技会の名称
2019 年 JAF 中部・近畿ラリー選⼿権第 5 戦
2019 年 JMRC 近畿 SS ラリー選⼿権シリーズ第 3 戦
第40回神⼤ラリー
TOYOTA GAZOO Racing Rally Challenge 2019 Cup in 丹波篠⼭
「2019ラリー in 丹波篠⼭」
第3条 競技会の格式
JAF公認国内競技 JAF公認番号2019-3307
第4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 開催⽇程及び開催場所
１．⽇程：2019年9⽉14⽇~2019年9⽉15⽇
２．場所：兵庫県丹波篠⼭市周辺
３．ラリースタート：丹波篠⼭市 四季の森⽣涯学習センター
４．ラリーフィニッシュ：丹波篠⼭市 JA 丹波ささやま本店 駐⾞場
第６条 競技会本部(HQ)及びサービスパーク
１．所在地：兵庫県丹波篠⼭市網掛429
２．名 称：丹波篠⼭市四季の森⽣涯学習センター
３. 電話番号：090-5036-1064
４．開設時間：9⽉14⽇(⼟) 06:30 - 22:00
：9⽉15⽇(⽇) 05:30 - 19:30
※レイアウトは付則４に⽰す。
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
：地⽅選⼿権
：TGRRCC
３．SS 距離
：地⽅選⼿権
：TGRRCC
４．スペシャルステージの数
：地⽅選⼿権
：TGRRCC
５．セクションの数
：地⽅選⼿権
：TGRRCC
６．レグの数
：地⽅選⼿権
：TGRRCC

164.40km
87.39km
24.66km
11.46km
10本
6本
3
2
２
1
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第8条 オーガナイザー
神⼾⼤学体育会⾃動⾞部(Team Shindai)
所在地：〒657-0013 兵庫県神⼾市灘区六甲台町1-1
代表者：⼤津 知也
URL：http://teamshindai.ninja-web.net/
第9条 組織
【⼤会役員】
⼤会会⻑
⼤会副会⻑
⼤会理事
【組織委員会】
組織委員⻑
組織委員

武⽥ 廣 （神⼾⼤学学⻑）
酒井 隆明（丹波篠⼭市⻑）
中⻄ 寛治
森本
児⽟
⼭崎
川端

親治
進
⼋島 ⼀郎
凌雅
⽥中 健⼀
登（丹波篠⼭ラリーを成功させる会 会⻑）

【競技会審査委員】
審査委員⻑ 梅津 祐実（JMRC近畿派遣）
審査委員
御領 親幸（JMRC 中部派遣）
【競技役員】
競技⻑
橋本 芳正
計時委員⻑
副競技⻑
⼩牧 靖昌
技術委員⻑
コース委員⻑
中野 光
救急委員⻑
サービス管理者 今⻄ 岳史
事務局⻑
【コンペティターリレーションオフィサー（CRO）
】
地⽅選⼿権部⾨ 嵓⽥ 浩⼀
TGRRCC 部⾨
⾼橋 浩⼦
※⾏動予定は付則３に⽰す。

倉⾕
今⻄
橋本
森川

哲洋
岳史
芳正
滉平

第 10 条 参加申込受付期間
１．受付開始 ： 2019 年 8 ⽉ 15 ⽇（⽊）10:00（地⽅選⼿権）
2019 年 8 ⽉ 16 ⽇（⾦）10:00（TGRRCC）
２．受付終了 ： 2019 年 8 ⽉ 29 ⽇（⽊）20:00（地⽅選⼿権）
2019 年 8 ⽉ 29 ⽇（⽊）17:00（TGRRCC）
第 11 条 参加申込及び問合せ先（⼤会事務局）
１．第 40 回神⼤ラリー (地⽅選⼿権) 事務局
住

所：〒657-0023 神⼾市灘区⾼⽻町 3-12-6-205

事務局⻑：森川滉平
Tel：080-1438-5748
Mail：shindai.rally@gmail.com
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２．TGRRCC 部⾨への参加申込先
住 所：〒 355 -0225 埼⽟県⽐企郡嵐⼭町鎌形 1607 ‒7
TGRRC 事務局 (株式会社プロクルーズ内)
TEL：0493-61-1185

FAX：0493-61-1186

URL：http://toyotagazooracing.com/jp/rallychallenge/
申込 web サイト：http://trdparts.jp/rally/rc/entry.html
３．地⽅選⼿権部⾨参加者は下記書類に必要事項を記⼊し署名捺印の上⼤会事務局へ
電⼦メールもしくは郵送しなければならない．
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振込明細書（コピー）
⑥⾃動⾞検査証（コピー）
⑦第 12 条に関する対⼈賠償保険、対物賠償保険及び搭乗者保険（また
は共済等）のコピー
⑧免許証、ライセンスのコピー
⑨費⽤計算書
４．競技参加料
・地⽅選⼿権部⾨：
選⼿権クラス参加料

60,000 円/台（チャレンジクラスは 50,000 円/台）

※レッキ参加料を含む。JMRC 個⼈会員は⼀⼈あたり 1,000 円割引く。
※サービススペース

2 区画（1 区画

2.5m×5m）

※宿泊代は含まれないので各⾃⼿配のこと。
・TGRRCC 部⾨：
⼀般

１台 37,800 円（レッキ参加料を含む）

学⽣

１台 32,400 円（レッキ参加料を含む）

※サービススペース

2 区画（1 区画

2.5m×5m）

※宿泊代は含まれないので各⾃⼿配のこと。
５．競技参加料⾦の⽀払い⽅法
地⽅選⼿権参加者の競技参加費⽤の⽀払い⽅法は全て下記⼝座への振込とする。
振込先：みずほ銀⾏
森井

灘⽀店

康貴(モリイ

普通

1106790

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。
TGRRCC 参加者の競技参加費⽤は、TGRRC 事務局へ⽀払うこと。
第 12 条 保険
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２０１９年⽇本ラリー選⼿権規定第17条に基づき、対⼈賠償保険１，０００万円以上、対物
賠償２００万円以上（免責２０万以下）
、ならびに搭乗者保険１,０００万円以上（または共済
等）に加⼊していること。
また、JMRC近畿ラリー部会互助会・JMRC中部ラリー互助会およびその他の地区のラリー競
技に有効（対⼈対物補償）なJMRCの互助会での参加を認めます。
※各保険および互助会の限度額を超えた場合は⾃⼰責任とし、主催者は⼀切責任を負いませ
ん。尚、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．
第 13 条 ⾳量規制
本競技会に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４⽉以降に製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
⾞両申告書に添えて提出し、また常に携⾏すること。
第 14 条 参加台数及び受理
１．本競技会の参加台数は地⽅選⼿権、SS ラリー及び TGRRC 部⾨を合計して
90 台までとする。
２. 国内競技規則４−１９による参加拒否の場合、事務⼿数料 2,000 円を差し引き参加料は
返還される。
第 15 条 部⾨、クラス区分
１．地⽅選⼿権部⾨
DE-1 , DE-2 , DE-5 , DE-6 , チャレンジ
＊⽇本ラリー選⼿権規定、ＪＭＲＣ近畿ＳＳラリーシリーズ共通規則に従う。
２．TGRRC 部⾨
Ｃ−１ , Ｃ−２ , Ｃ−３ , Ｅ−１ , Ｅ−２ , Ｅ−３ , Ｅ−４ , ＯＰＥＮ
＊TOYOTA GAZOO Racing Rally Challenge シリーズ規則に従う。
第 16 条 レッキの実施⽅法
１．レッキ受付⽇時
2019 年 9 ⽉ 14 ⽇

07:00~07:15(地⽅選⼿権,SS ラリー部⾨)

2019 年 9 ⽉ 15 ⽇

05:30~05:50(TGRRCC 部⾨)

２．レッキ参加確認場所
地⽅選⼿権部⾨：兵庫県丹波篠⼭市網掛429 丹波篠⼭市四季の森⽣涯学習センター
TGRRCC 部⾨：兵庫県丹波篠⼭市網掛３４０四季の森運動公園
※詳細は公式通知にて公⽰する。
３．スケジュール
レッキのスケジュールは付則２に⽰す。
４．レッキ⽤ゼッケン
レッキの間、競技⾞両はレッキ⽤ゼッケンを貼付しなければならない。
５．ルート
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レッキのルートについてはレッキブリーフィングにて指⽰する。
６．遵守事項
レッキの間、競技者は交通法規を遵守し、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⾏為も⼤会審査委員会に報告される。
８. レッキ時の事故・違反・暴⾛
レッキ中の事故・違反・暴⾛に対し競技会審査委員会の裁定により失格または、
タイムペナルティ 60 秒を上限とする罰則が適⽤される。
第 17 条 公式⾞両検査
2019 年ＪＡＦ国内競技⾞両規則第 2 編ラリー⾞両規定、および 2019 年ＪＭＲＣ近畿ＳＳラリーシ
リーズ共通規則または TOYOTA GAZOO Racing Rally Challenge 2019 シリーズ規則に基
づき、公式⾞両検査を⾏う。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。但し、競技会審査委員会が修復時間を与える場合がある。
第 18 条 タイヤ
１．地⽅選⼿権部⾨
市販タイヤに限る。使⽤できるタイヤの本数は制限しない。
また、トレッドウェアインジケーター（スリップサイン）が維持されていること。
２．TGRRCC 部⾨
市販ラリータイヤ（「Ｍ+Ｓ」、「Ｍ・Ｓ」、「Ｍ＆Ｓ」の表⽰があるタイヤ）に限る。
使⽤できるタイヤの本数は 6 本までとする。
また、トレッドウェアインジケーター（スリップサイン）が維持されていること。
第 19 条 セレモニアルスタート
１．⽇時
2019 年 9 ⽉ 15 ⽇
２．場所
丹波篠⼭市四季の森⽣涯学習センター
３．スタート順
Leg2 スタート順に⾏う。
４．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 20 条 タイムコントロール
１．公式時刻
⽇本標準時を基準とした競技会計時委員の時計による。
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２．レグ最終のタイムコントロール
下記のタイムコントロールに関しては早着ペナルティの対象としない。
Leg1:TC4B
Leg2:TC10A
第 21 条 スペシャルステージ
１．計測
印字機能を持つクロノメーターによって 1/10 秒まで計測する。
２．スタート
スタートリスト順もしくは直前の TC の通過順に１分間隔とする。
３．スペシャルステージのスタート合図は、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２５条６に従って⾏う。（本競技会では特別規則書（付則５）にあるカウ
ントダウンシステム、及びこれに同期したフライングチェックシステムを使⽤する。
）
第 22 条 整備作業
１．監督
本競技会技術委員⻑が監督を⾏う。
２．整備作業の場所
サービスパーク（社会福祉協議会駐⾞場）
第 23 条 賞典
１．地⽅選⼿権部⾨
DE-1,DE-2,DE-5,DE-6 ：
チャレンジ

各クラス 1~3 位 JAF メダル、副賞

：

各クラス 4~6 位 副賞

：

1~3 位

：

各クラス 1~3 位 JAF メダル、副賞

：

各クラス 4~6 位 副賞

：

各クラス 1~3 位 JAF メダル、副賞

：

各クラス 4~6 位 副賞

副賞

２．TGRRCC 部⾨
E-1,E-2,E-3,E-4
C-1,C-2,C-3
OPEN

：

1~3 位

副賞

第 24 条 競技会の成⽴、延期、中⽌、または短縮
１．保安上または不可抗⼒のため競技会実施あるいは続⾏が困難になった場合、競技会審査
委員会の決定により競技会の延期、中⽌または短縮を⾏う場合がある。
２．競技会の延期のため参加者が出場できない場合、または中⽌の場合は参加料を返還する。
ただし、天災地変の場合はこの限りではない。
３．競技会期間中に 24 時間連続⾬量が 160mm（兵庫県篠⼭庁舎の観測所）を超過した場合、
競技会審査委員会は道路の通⾏⽌め権限を有している道路管理者と協議を⾏い、その協議
結果を踏まえ、競技会の中⽌または短縮を決定する。
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第 25 条 本規則の施⾏並びに記載のない事項
１．本規則の適⽤は、競技会の参加申込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近畿共通規則または TOYOTA
GAZOO Racing Rally Challenge 2019 シリーズ規則（共通規定と⾞両規定と競技規定）
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
2019 ラリー in 丹波篠⼭
⼤会組織委員会
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付則１
Leg1 アイテナリ（地⽅選⼿権部⾨）
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Leg2 アイテナリ（地⽅選⼿権、TGRRCC 部⾨）
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付則２
レッキスケジュール
レッキスケジュールは公式通知にて告知する．

付則 3
コンペティターズリレーションオフィサー(CRO)
[地⽅選⼿権部⾨ CRO]

嵓⽥ 浩⼀（いわた こういち）
携帯電話：090-1029-2529
※⼤会当⽇まで CRO への問い合わせはしないこと。
⾏動予定
９⽉ 14 ⽇

９⽉ 15 ⽇

レッキ受付
参加確認
地⽅選⼿権部⾨公式⾞検
審査委員会
ドライバーズブリーフフィング
サービスパーク
サービスパーク
再⾞検
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[TGRRCC 部⾨ CRO]
⾼橋浩⼦（たかはし ひろこ）
携帯電話：当⽇公式通知にて告知する。
⾏動予定
９⽉ 14 ⽇

９⽉ 15 ⽇

参加確認
TGRRCC 部⾨公式⾞検
サービスパーク
参加確認
TGRRCC 部⾨公式⾞検
審査委員会
ドライバーズブリーフフィング
サービスパーク
再⾞検

付則４
HQ レイアウト、サービスパークレイアウト
HQ レイアウト及びサービスパークレイアウトはコミュニケーションにて告知する．
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付則５

スタート３０秒前
４個の⾚ランプ点灯

スタート３秒前
３個の⾚ランプ点灯

スタート１５秒前
３個の⾚ランプ点灯

スタート２秒前
４個の⾚ランプ点灯

スタート１０秒前
２個の⾚ランプ点灯

スタート１秒前
５個の⾚ランプ点灯

スタート５秒前
１個の⾚ランプ点灯

スタート４秒前
２個の⾚ランプ点灯

スタート
全ての⾚ランプ消灯
同時に緑ランプ点灯

スタート２０秒後
緑ランプ消灯

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
0５秒 0４秒 0３秒 0２秒 0１秒の順にカウントダウンする．
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付則６
ゼッケン
ゼッケン

：左右ドアおよびボンネットの計 3 枚

公認ラリー競技会之証

：左リアウィンドウ

サイドミラーゼッケン

：左サイドミラー（レッキ時貼ること）

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．
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