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公示 

本大会は、一般社団法人日本自動車連盟（ＪＡＦ）のモータースポーツ競技諸規則を参考に本大会の特別規則書に従って 

ＪＡＦ公認クローズド競技として開催される。 

第１ 条 競技会の名称 

キョウセイジムカーナシリーズ（全１０戦） 

第２ 条 競技種目 

ジムカーナ （専用の舗装コースを１台ずつ走行するタイムトライアル） 

第３ 条 競技格式 

ＪＡＦ公認クローズド競技 （運転免許証を所持していれば参加できます） 

第４ 条 開催日程 

第1戦 2月22日 第4日曜日    第2戦 3月22日 第4日曜日   第3戦 4月26日 第4日曜日     第4戦 5月24日 第4日曜日 

第5戦 6月28日 第4日曜日    第6戦 7月26日 第4日曜日   第7戦 8月23日 第4日曜日     第8戦 9月27日 第4日曜日 

第9戦 10月25日 第4日曜日   最終戦 11月22日 第4日曜日 

★最終戦を除き、いずれもお昼頃を目安に大会は終了します。 

第５ 条 競技会開催場所 

キョウセイドライバーランド （キョウセイ交通大学） 愛知県岡崎市須渕町字木の田３８（東名岡崎ＩＣより約２０分） ℡：０５６４－４７－２１０３ 

第６ 条 ｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰ名および共催者名 

主 催 ＪＡＦ加盟クラブ ソモスモータースポーツクラブ （ＳＯＭＯＳ）      

ＪＡＦ加盟クラブ チーム ゼスト（ＺＥＳＴ） 

協 力 キョウセイ交通大学 

第７ 条 大会役員・競技役員 

大会当日発表 

第８ 条 参加車輌 

・ＥＪクラス、Ｅクラス、任意クラス、 

保安基準に合致した車両及びＪＡＦ規定に合致した車両であればどんな車両でも参加できます。 

・ＥHＰクラス、ＦＦクラス、ＦＲクラス、４ＷＤクラス、８６クラス、スイフトクラス 

保安基準に合致した車両及びＪＡＦ規定に合致した車両。ただし、下記タイヤの使用を禁止とする。（通称Ｓタイヤの禁止） 

タイヤ製造者 ブランド名 使用が認められないタイヤ銘柄 

住友ゴム工業㈱ DIREZZA  93J/98J/01J/02G/03G 

㈱ブリヂストン POTENZA  520S/540S/55S/11S 

東洋ゴム工業㈱ PROXES  FM9R/08R/881/888/RR 

横浜ゴム㈱ ADVAN  021/032/038/039/048/050 

Hankook Tire Co.Ltd.  Ventus  Z214 

Kumho Tire Co.Ltd.  Ecsta  V710 

製造者問わず セミレーシングタイヤに準ずるタイヤ）等 ラリータイヤ／海外タイヤ製造者（通称セミレーシングタイヤに準ずるタイヤ）等 

上記以外のタイヤでもS タイヤに準ずると判断された場合、猶予期間を持たず使用を禁止する場合がある。また上記メーカーラインオフ状態で装着し

ている車両も上記タイヤの使用は認めない。 

・クラス１、クラス２、クラス３（過給機換算×1.７） 

当該年AE、PN、N、SA、B、JMRC 中部S1500 車両規定合致の車両。 



・ＣＤクラス（過給機換算×1.７） 

当該年SC、D 車両規定合致の車両。搬入搬出はキャリアカー等を使用すること。 

※2016年より、ナンバー付き車両について、マフラー及び排気管はノーマル又はメーカーオプション品とする。 

第９ 条 競技クラス区分 

■エンジョイ部門 

Ｅ Ｊ       保安基準に合致した車両 

■ジムカーナ部門 

Ｅ         競技会初参加者のクラス 

ＥＨＰ       保安基準に合致した電気自動車及びﾊ ｲﾌ ﾞﾘ ｯﾄ ﾞ車（通称Ｓタイヤの使用禁止） 

ＦＦ         保安基準に合致した前輪駆動の車両（通称Ｓタイヤの使用禁止） 

ＦＲ         保安基準に合致した後輪駆動の車両（通称Ｓタイヤの使用禁止） 

４ＷＤ       保安基準に合致した４輪駆動の車両（通称Ｓタイヤの使用禁止） 

クラス１     当該年JMRC 中部S1500 車両規定に適合した車両 

クラス２     通称Ｓタイヤを装着した２輪駆動の車両 

クラス３     通称Ｓタイヤを装着した４輪駆動の車両 

スイフト     スズキスイフトのクラス 

86         トヨタ８６及びスバルＢＲＺのクラス 

ＣＤ        ＳＣ車輌またはＤ車両 

任意クラス  10名以上の任意のクラス （例：ﾀ ﾞｰ ﾄﾗ車のｸﾗｽ⇒ｸﾗｽDT など設定可能） 

第１０条 参加資格 

１） 全クラス運転免許証所持者であればどなたでも参加できます。 

２） 競技中に有効な傷害保険への加入を強く推奨する。（共済会を含む） 

３） 20才未満の運転者は、親権者の承諾を必要とし、申込書に署名捺印がなければならない。 

４） 主催者は参加申込みに対し、ｸﾗｽ変更の権限を持つものとする。 

第１１条 参加人数 

１２０名を目安とする（先着順） 

第１２条 走行本数 

走行本数は、慣熟走行＋１トライ、２トライの合計３本走行を原則とする。ただし、天候、参加人数、その他の理由により変更となる場合がある。 

第１３条 順位決定 

１）エンジョイ部門 

全戦：1 ﾄﾗｲ、2 ﾄﾗｲのタイム差方式とする（タイム差が少ない選手が上位） 

２）ジムカーナ部門 

第1、2、4、5、7、8、最終戦：1 ﾄﾗｲ、2 ﾄﾗｲのベストタイム方式とする 

第３、６、９戦：１ﾄﾗｲ、2 ﾄﾗｲの合計タイム方式とする（合計ﾀｲﾑの少ない選手が上位） 

第１４条 参加申込及び参加費 

１）参加申込場所及び問合先 （大会事務局） 

〒463-0023 名古屋市守山区今尻町1306 ソモス㈱内 キョウセイ事務局 

ＴＥＬ/ＦＡＸ：052-798-5621/5622 Ｅｍａｉｌ：somosplan@somos.jp 

〒472-0045 愛知県知立市長篠町新田東23-7 ㈱ゼスト内 キョウセイ事務局 

ＴＥＬ/ＦＡＸ：0566-83-0030/0031 ＵＲＬ：www.t-zest.com   Ｅｍａｉｌ：zest@t-zest.com 

2）参加受付期間 

① 各戦とも前月の大会同一日より10 日前まで 



② 参加申込書・改造申告書の記載事項について漏れなく記入し、参加申込受付期間内に参加費を添えて現金書留等にて参加申込先に送付する事。 

③ 銀行振込を利用する場合、指定口座に入金後、参加申込受付期間内に参加申込書・改造申告書・振込明細書等をメール添付又はＦＡＸにて参加

受付期間内に提出し、大会当日受付にて署名捺印済の参加申込書原紙及び改造申告書原紙を提出する事。振込手数料は各自負担のこと。 

【振込先】名古屋銀行 藤ヶ丘支店 普通預金 3278918 ソモス株式会社 

      三菱東京ＵＦＪ銀行 知立支店 普通預金 0193619 株式会社ゼスト 

④ 重複参加は同時に申込むこと。本大会の重複参加は何名でもＯＫ。3 名以上で参加の場合は参加申込書の余白に全員の氏名を明記すること。 

⑤ 参加受理はソモスゼストＨＰにてリスト公開する。受理リストを確認できない場合は3日前までに主催者に連絡すること。 

参加取消は締切日以前であれば認められる。参加不受理・参加取消の場合は事務手数料￥1,000-を差し引き返還します。 

⑥ 参加料（昼食なし・消費税込） 

★各１ 大会  

１）Ｅクラス、女性、U22(22 才以下)￥ ５，０００-／１名 

２）ＥＪ、任意クラス ￥ ７，０００-／１名 

３）上記以外のクラス ￥ ９，０００-／１名 

★全１ ０ 大会 

４）年間申込み ￥７０，０００-／１名 

※年間申込み：次戦より参加申込書＆改造申告書を締切日までにＦＡＸ又はメール添付で申込みＯＫ。本人のみ有効で他人への変更はできません。 

※誕生月割引：上記3）にて申込みに限り、誕生月を\1,000 割引とします。申込時に免許証のコピー等証明となる物を添付すること。 

なお、第1 戦は1 月生、最終戦は12 月生を適応とする。 

第１５条 競技のタイムスケジュール 

ゲートオープン ６：３０ 

受付 ７：００～７：４５ 

車検・コース下見 ７：１０～８：１０ 

ﾄ ﾞﾗ ｲﾊ ﾞｰ ｽﾞ ﾌﾞ ﾘｰ ﾌｨ ﾝｸ ﾞ ８：１５～８：３０ 

スタート ８：４５～ 

表彰式 １２：３０～（予定） 

第１６条 賞典 

各クラス：上位3 名程度。ＥＪクラスは副賞のみ。Ｅ クラス：賞典無し。 

第１７条 シリーズポイント 

１） 全戦とも下記のポイントが与えられる。 

１位：１０ ２位：９ ３位：８ ４位：７ ５位：６ ６位：５ ７位：４ ８位：３ ９位：２ １０位：１ 

２） 得点合計の対象は9 戦有効とする。同点の場合は、主催者が順位を決定する 

３） 各大会のクラス表彰及びポイント集計は参加受付人数1 名からとする。 

４） ＥＪクラス、Ｅクラス、任意クラスのポイント集計は行わない。 

５） 当該年度のキョウセイシリーズで、ポイント獲得が３戦に満たない者は、シリーズ表彰対象外とし、繰上げ表彰をする。 

６）任意クラスを除くジムカーナ部門に参加する女性ドライバーは、成績順にてポイント集計を行う。これをシリーズポイントとしL クラスとする。 

また参加する各クラスのポイントも獲得できる。 

７） 最終戦はボーナスポイントとして、2 倍のポイントを与える。例）最終戦１位⇒２０点 

第１８条 シリーズ表彰 

１）ジムカーナ部門上位６名程度を表彰対象とする。（Ｅクラス及び任意クラスは除く） 

ただし、各クラスシリーズ参加人数に応じ、表彰人数、内容を変更する場合がある。 

２）シリーズ表彰式は最終戦終了後に行う。 

３）本人もしくは代理人が出席しない場合は賞品等を授与しない。 



４）シリーズ表彰式にてシリーズ抽選会を行う 

５）抽選会は、エンジョイ部門及び任意クラス参加者は対象外とする。 

第１９条 付則 

１） 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、JMRC 中部共通規則書を参考に、主催者の決定を最終とする。 

２） 参加者は１日主催クラブ会員とする。 

３） 本競技に出場し、成績認定されればＢ級ライセンス取得(有料)が可能です。 

４） 本大会に出場されても、Ａ級ライセンス取得の為の出場実績とはなりません。 

５） 参加申込時にクラスの記入の無い者は主催者でクラスを割り振る。(ｸ ﾚｰ ﾑは受付しない) 

６） 受理後の参加料は大会の中止及び天災地変の場合を除きいかなる場合も返金されません。 

７） 参加車輌のタイヤウォーム行為は禁止する。 

８）ｼ ﾘｰ ｽﾞ途中であっても、ｼ ﾘｰ ｽﾞ規定を変更する場合がある。(前大会当日に告知する) 


