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開催日：2020年 10月 10日～11日 

開催地：足寄郡陸別町 

（ラリーＨＱ大会本部：陸別町イベントセンター） 

オーガナイザー：ラリーチーム・カンサー（ＲＴＣ） 

後 援：北海道、陸別町 

協 力：陸別ラリーを成功させる会 

 

 

とかち２０２０ 
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-公   示- 

本競技会は、一般社団法人日本自動車連盟（ＪＡＦ）の公認のもとに国際自動車連盟（ＦＩＡ）の 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日本自動車連盟（ＪＡＦ）の国内競技規則およびその細則、２０２０年日本ラ

リー選手権規定、ラリー競技会開催規則、2020 年ＪＭＲＣ北海道 MARUI ラリーシリーズ共通規定および本競技会特

別規則に従って準国内競技として開催される。 

 

１ 競技会の名称 

  ２０２０年ＪＡＦ北海道ラリー選手権第６戦 

  ２０２０年ＪＭＲＣ北海道ＭＡＲＵＩラリーシリーズ第６戦 

  TOYOTA GAZOO Racing Rally Challenge 2020 joint cup 北海道シリーズ第６戦 

  とかち２０２０ 

 

２ プログラム（スケジュール等） 

  参加申込受付開始   ９月１１日（金） 10:00～ 

  参加申込締切    ９月２４日（木）      ～18:00 ※郵送の場合、当日消印有効 

  ラリーＨＱ開設時間  １０月１０日（土） 15:00～18:00 

    １０月１１日（日）  5:00～18:00 

  参加確認・レキ受付  １０月１０日（土） 16:30～18:00 大会競技会事務局（予定） 

    １０月１１日（日）  6:00～ 7:00 大会競技会事務局（予定） 

  レキ    １０月１１日（日）  6:00～ 8:00 

  公式車両検査   １０月１１日（日）  7:30～ 9:00 サービスパーク 

  第１回審査委員会  １０月１１日（日）  9:00～  陸別町イベントセンター 

  スタートリスト公示  １０月１１日（日）  9:30  公式掲示板及びWebサイト 

  開会式及び参加者ブリーフィング ※行わない。ブリーフィング資料等は公式通知にて、公式掲示板及びWeb 

サイトにて掲示する。 

  ラリースタート   １０月１１日（日） 10:00  サービスパーク 

  ラリーフィニッシュ  １０月１１日（日） 14:05～（予定） サービスパーク 

  暫定結果公示   １０月１１日（日） 15:00（予定） 公式掲示板及びWebサイト 

  閉会式及び表彰式  ※行わない。入賞者は賞典の個別配布、のち写真撮影を行う。 

      場所及び手順をコミュニケーションにて公式掲示板及び Web サイトにて掲示。 

 

３ 格式 

  [JAF 公認番号 2020年 TBA号] 

JAF公認 準国内競技 

 

４ 競技種目 

  四輪自動車によるラリー（タイムトライアルを含む）中・上級向 

 

５ オーガナイザー 

  ラリーチーム・カンサー（略称：ＲＴＣ）  （ＪＡＦ加盟クラブ No.49003） 

  〒080-0047 

  帯広市西 17条北 1丁目 37-20 （株）クニイカーズ 内 

 

６ 開催場所 

  北海道足寄郡陸別町 

  大会競技会事務局・ラリーＨＱ 北海道足寄郡陸別町字ウエンベツ  陸別町イベントセンター 

  サービスパーク   北海道足寄郡陸別町字ウエンベツ  陸別町イベント広場 

 

７ 開催日程 

  ２０２０年１０月１０日（土） ～ ２０２０年１０月１１日（日） の２日間 
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８ 大会組織 

大会役員 

名誉大会長 野尻 秀隆（陸別町長） 

大会組織委員会 

組織委員長 國井 長助 

組織委員  高橋 直樹 

組織委員  関口 真弘 

大会審査委員会 

審査委員長 中田 省吾(ＪＭＲＣ北海道運営委員長) 

審査委員  藤原 篤志(ＪＭＲＣ北海道副運営委員長) 

大会競技役員 

競技長  國井 長助 

コース委員長 岡村 巧 

技術委員長 小野 健一 

救急委員長 添田 剛司 

計時委員長 谷口 利幸 

大会事務局長 関口 真弘 

ＣＲＯ  岡村 寛一(ＪＭＲＣ北海道派遣) 

 

９ 競技の概要 

   総走行距離：９０.１２ｋｍ  

スペシャルステージの距離：２７.９３ｋｍ  

スペシャルステージの数：３ 

レグ数：１ 

セクション数：３ 

スペシャルステージの路面：グラベル（未舗装） 

サービス会場：砂利敷き 

ラリー競技開催規定第２条に従った（付則）スペシャルステージラリーの形式での開催規定を採用する。 

 

10 参加車輛およびクラス区分 

  ＪＡＦ北海道ラリー選手権・ＪＭＲＣ北海道ラリーシリーズチャンピオンクラス 

ラリーＲ、ＲＪ、ＲＰＮ、ＡＥ、ＲＦ車両 

   ＲＡ－１ 排気量が 3,000ccを超える車両 

   ＲＡ－２ 排気量が 1,500ccを超え、3,000cc以下の車両及び 1,500cc以下の４輪駆動の車両 

   ＲＡ－３ 排気量が 1,500cc以下の２輪駆動の車輌 

（ただし、平成１２年１０月以降に初年度登録された車両に限る） 

   ＲＡ－４ 排気量が 1,500cc以下のＡＴ車両、及びＡＥ車両（排気量・駆動方式による区分無し） 

  ＪＭＲＣ北海道ラリーシリーズジュニアクラス 

   ラリーＲ、ＲＪ、ＲＰＮ、ＡＥ、ＲＦ、ＲＢ車両 

   ＲＡ－１ 排気量が 3,000ccを超える車両 

   ＲＡ－２ 排気量が 1,500ccを超え、3,000cc以下の車両及び 1,500cc以下の４輪駆動の車両 

   ＲＡ－３ 排気量が 1,500cc以下の２輪駆動の車輌 

  オープンクラス 

   排気量、駆動方式の区分無し 

※TOYOTA GAZOO Racing Rally Challenge2020 joint cup北海道シリーズ参加者はそのシリーズ規定に従う事。 

   但し、車両規定については、2020年 JMRC北海道 MARUI ラリーシリーズ共通規定(確定版)に従う事。 

 

11 参加条件 

  国内競技運転者許可証ＡまたはＢもしくは国際ラリー競技に有効な競技運転者許可証の所持者。 

  JAF北海道ラリー選手権へ参加するためには、参加申込締切時点において、参加車両を運転するのに有効な 

  運転免許を取得後１年以上経過していなければならない。（2020年日本ラリー選手権規定第 14条 1項） 
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12 参加台数 

  ７５台まで 

 

13 参加料 

ＪＡＦ北海道ラリー選手権・ＪＭＲＣ北海道ＭＡＲＵＩラリーシリーズチャンピオンクラス 

３９,０００円(４７,０００円) 

ＪＭＲＣ北海道ＭＡＲＵＩラリーシリーズジュニアクラス   ３３,０００円(４１,０００円) 

オープンクラス       ２３,０００円(３１,０００円) 

サービス車両登録 1台につき      ２,０００円 

・上記参加料は、参加者２名がＪＭＲＣ北海道に加盟するクラブ・団体の構成員で非構成員の参加料より１名につ

き３,０００円を割り引いた金額とし、さらにＪＭＲＣ北海道互助会・スポーツ安全保険で非会員の参加料より１名に

つき１,０００円を割り引いた金額である。 

・カッコ内の参加料は、２名ともＪＭＲＣ北海道に加盟するクラブ・団体の非構成員であり、かつＪＭＲＣ北海道互助

会・スポーツ安全保険未加入の場合の参加料である。 

・ドライバーが新規にラリー競技に参加してから１年以内の場合でジュニアクラスに参加を希望する場合は、オープ

ンクラス参加料に３,０００円(シリーズ分担金に相当)を加えた金額で参加することができる。 

・サービス車両を登録する事で、サービスパーク内に車両を駐車することが出来る。 

 サービス車両を登録していなくても、競技中（ラリースタートから全車フィニッシュまで）を除き、サービスパーク内に

一時的に車両を入れることはできるが、人員の乗降や物品の搬入などが終わったら速やかに車両を移動しなけ

ればならない。 

・本競技中に有効な対人・対物賠償保険未加入者は、有効な保険の契約、または JMRC 北海道互助会のラリー

見舞金（１台 3,000円）への加入、または同等の他地区の JMRC共済への加入が必要です。 

 ※競技中に有効な対人・対物賠償保険の契約とは、自動車保険に競技・曲技等使用危険保証特約 等が付帯

されているもの かつ 本競技会に出場する旨を保険会社に対し報告がなされたもの または同等のものをいう。 

 

１4 参加申込 

JMRC 北海道 MARUI ラリーシリーズ所定の参加申込書に正しく記入、署名し、添付書類と規定の参加料と共に、

参加申込期間内に申し込むこと。 

参加者は必ず本大会中有効な搭乗者保険（または共済等）に加入しなければならない。 

＜必要書類＞ 

 1.JMRC北海道ラリー参加申込書 

 2.JMRC北海道ラリー車両改造申告書 

 3.JMRC北海道ラリーサービス登録・参加料等明細書 

＜添付書類＞ 

 4.自動車検査証の写し 

 5.ドライバーとコ・ドライバーの運転免許証および競技者ライセンスの写し 

 6.ドライバーとコ・ドライバーの JMRC 北海道互助会（スポーツ安全保険）、または他地区の互助会（スポーツ安

全保険）加入証等の写し、または本競技会に有効な普通傷害保険証の写し 

 7.JMRC 北海道互助会ラリー見舞金申込書、又は同等の他地区の JMRC 共済申込書、又は本競技会に有効

な対人・対物賠償が付帯された自動車保険証書の写し および 本競技会の名称日程等が記載された競技・

曲技等使用自動車報告書類等の写し 

参加申込受付期間 

  2020年 9月 11日（金）10時 00分～ 9月 24日（木）18時 00分 

参加申込方法 

＜メールまたは FAXの場合＞ 

メールまたは FAXで申し込みの場合、必ず参加確認までに原本を提出しなければならない。 

また、メールまたは FAXを競技会事務局が受け取ったかどうかの確認は参加者が行わなければならない。 

メールまたは FAXで申し込みの場合、参加料はエントリー受付期間内に下記「振込先」に記載の口座番号に 

振り込むこと。 

メール：kuniicars@able.ocn.ne.jp 

FAX：0155-66-5556 

＜郵送の場合＞ 

郵送の場合、その原本を同封すること。また、参加料はエントリー受付期間内に下記「振込先」に記載の口座に 

振り込むか、または現金書留で同封すること。 
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※受付締切日 2020年 9月 24日当日消印有効。 

郵送先：〒０８０－００４７ 帯広市西１７条北１丁目３７－２０㈱クニイカーズ内 

       とかち 2020大会事務局 宛 

「振込先」 

 北洋銀行帯広南支店 普通口座 ０２９１６８７ 

 口座名義人 ラリーチーム．カンサー 

 ※なお、振込の場合は振込の控えの写しを参加申込書に添付し送信、または郵送すること。 

＜参加申込に関する問い合わせ先＞ 

大会事務局  國井 長助 

ＴＥＬ：090-3112-4070[18時～21時] 

メール：kuniicars@able.ocn.ne.jp 

※参加受理書は発行しない。参加申込受理の確認は、当クラブホームページに公開するエントリーリストで確認す

ること。 

 

１5 クルー及び参加車両の変更 

・正式参加受理後のクルーの変更は認められない。ただし、コ・ドライバー及び参加車両については、参加者から 

理由を付した文章が提出され、本競技会審査委員会が認めた場合はこの限りではない。 

・参加クラスの変更を伴う参加車両の変更は認められない。 

 

16 賞典  

  JAF北海道ラリー選手権/JMRC北海道 MARUIラリーシリーズチャンピオンクラス 

   各クラス １～３位 ＪＡＦメダル・主催者楯・副賞 

         ４位以下 主催者楯・副賞 

  JMRC北海道 MARUI ラリーシリーズジュニアクラス 

   各クラス １～３位 主催者楯・副賞 

  オープンクラス 副賞 

  ※但し、各クラス参加台数の３０％を下回らない範囲で賞典の制限を行う。 

 

17 その他 

  タイヤ 

   2020年 JMRC北海道ラリー共通規定による。 

   全クラス、タイヤ本数は制限しない。 

  ターボチャージャシーリング 

   2020年 JMRC北海道ラリー共通規定による。 

   チャンピオン RA-1 クラス車両のターボチャージャーシーリングは、事前に当クラブの技術委員長と調整のうえ、 

   公式車両検査までに封印を完了しておく事。すでに封印がなされ、保持されている場合は、年度をまたいでも 

   有効とする。 

  タイムコントロール 

   次のタイムコントロールは早着によるペナルティーをとらない。 

     ＴＣ３Ａ 

  スペシャルステージの計時 

   スペシャルステージの計時は、１０分の１秒まで計測し、成績に反映する。 

  練習走行の禁止 

   開催地域での練習走行を禁止する。 

   関係者による練習走行が判明した場合、所属クラブ、チームのメンバーを含めて参加を拒否することと、林道 

補修費等を請求する場合がある。 

 

18 新型コロナウイルス感染症感染予防対策 

   （１）特別措置 

      選手がエントリー申し込み後に、新型コロナウイルス感染症に罹患した、もしくは罹患が疑われる為、参加を 

     辞退する場合、もしくは会場入場時においての検温等の体調確認で入場出来なかった場合、本規則書 13条 

     の参加料は全額返金する。 

※但し、返金に際し、本事務局の判断により、診断書など証明書類の提出を請求する場合がある。 
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   （２）予防対策 

     ・会場入口において、検温等の体調確認を行い、罹患が疑われる場合は入場出来ない事があります。 

     ・主催者が指示する新型コロナウイルス感染症感染対策に関する各種対策を遵守し行動すること。 

 

19 本規則等の解釈 

  本規則及び競技に関する諸規則の解釈についての疑義が生じた場合は、競技会審査委員会の決定をもって 

最終とする。 

 

20 施行 

  本規則は 2020年 8月 12日から施行する。 

とかち２０２０ 大会組織委員会                                                 


