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公 示 

 

本競技会は、一般社団法人日本自動車連盟（以下「ＪＡＦ」という）の公認のもとに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、2021 年日本ラリー選手権規定、ラリー競技開催規定および本競技会特別規則に従い準国内競技

として開催される。 

 

第１条 プログラム 

日 時  アイテム      場所              

 ９月１３日（月）                                     

 9:00～  参加申込受付開始 

 ９月２７日（月）                                     

   ～20:00  参加申込受付締切 

１０月 ９日（土）                                     

 8:00   ラリー本部（ＨＱ）オープン    陸別イベントセンター 
8:30～  サービスパークオープン        陸別サーキット 駐車場 

10:00～11:00  レキ受付               ラリーHQ 
  10:30～14:30  レキ開始～終了            ラリーHQ 
 11:00～13:00  サービス受付             ラリーHQ 

14:00～15:30  参加確認（書類検査）         ラリーHQ 
14:30～16:30  公式車両検査             陸別サーキット 駐車場 
16:30～  第１回審査委員会           陸別イベントセンター 
17:00   開会式・ドライバーズブリーフィング  陸別イベントセンターステージ 
17:30   スタートリスト公示     公式掲示板及び Web サイト 
19:00   ラリー本部（ＨＱ）クローズ      陸別イベントセンター 

１０月１０日（日）                                     

 6:30   ラリー本部（ＨＱ）オープン    陸別イベントセンター 
 7:00～  ラリースタート      サービスパーク 
 8:41 頃～  サービス A in      サービスパーク 
10:52 頃～  ｼﾞｭﾆｱｸﾗｽ フィニッシュ     サービスパーク 
11:07 頃～  ｵｰﾙｽﾀｰ/ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ/ｵｰﾌﾟﾝｸﾗｽ サービス B in サービスパーク 

 13:08 頃～  ｵｰﾙｽﾀｰ/ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ/ｵｰﾌﾟﾝｸﾗｽ フィニッシュ サービスパーク 
 13:40（予定）～ 最終車両検査      サービスパーク 

14:30（予定）  暫定結果発表      公式掲示板及び Web サイト 
15:00（予定）  正式結果発表      公式掲示板及び Web サイト 
15:15（予定）     表彰式・閉会式      陸別イベントセンターステージ 
    表彰式は賞典の個別配布、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。 

17:00   ラリー本部（ＨＱ）クローズ    陸別イベントセンター 
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第２条 競技会の名称 

 ２０２１年 JAF 北海道ラリー選手権第６戦 

 ２０２１年 JMRC 北海道 TEIN ラリーシリーズ第６戦 

 第 15 回 JMRC 全国オールスターラリーフェスティバル in 北海道 

 TOYOTA GAZOO Racing Rally Challenge 2021 joint cup 北海道シリーズ第６戦 

 とかち２０２１ 

 

第３条 競技の格式 

ＪＡＦ公認 準国内格式、JAF 公認番号 ２０２１年 TBA 号 

 

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ラリー開催規定」に従ったスペシャルステー 

ジラリー。 

 

第５条 開催日程及び場所 

２０２１年１０月 ９日（土）～１０月１０日（日）の２日間 

北海道足寄郡陸別町 

 

第６条 競技会本部（HQ） 

所在地：北海道足寄郡陸別町字ウエンベツ 陸別イベントセンター 

 HQ 開設時間 １０月 ９日（土） ８：００～１９：００ 

        １０月１０日（日） ６：３０～１７：００ 

 HQ レイアウト図は付則４に示す 

 

第７条 競技会の概要 

スペシャルステージの路面：グラベル（非舗装） 

レグの数：１ 

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

/JMRC 全国オールスターラリー/オープンクラス 

  総走行距離：１１５．６１km 

  スペシャルステージの合計距離：４３．９５km 

  スペシャルステージの数：９ 

  セクションの数：３ 

JMRC 北海道 TEIN ラリーシリーズジュニアクラス 

  総走行距離：７６．９０km 

  スペシャルステージの合計距離：２９．３０km 

  スペシャルステージの数：６ 

  セクションの数：２ 
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第８条 オーガナイザー 

 JAF 加盟クラブ No.49003 ラリーチーム.カンサー（略称：R.T.C） 
 所在地：〒080-0047 帯広市西１７条北１丁目３７－２０（株）クニイカーズ 内 
 代表者氏名：関口 真弘 
 TEL：0155-66-5555 FAX：0155-66-5556 
 E-mail：kuniicars@able.ocn.ne.jp 
 URL：http://rtc-rally.com 
 

第９条 組 織 

１）大会役員 

 ・大会名誉会長： 野尻 秀隆（陸別町 町長） 

 ・大会会長：  中田 省吾（JMRC 北海道運営委員長） 

 ・大会副会長：        嶽下 宗男（JMRC 中部運営委員長） 

 

２）組織委員会 

 ・組織委員長： 関口 真弘（R.T.C 代表） 

 ・組織委員：  國井 長助（R.T.C）  高橋 直樹（R.T.C） 

 ・組織委員：  秋葉 貴之（JMRC 北海道）   山本  朗（JMRC 東北） 

 ・組織委員：  西井 敏則（JMRC 関東） 鮫島 大湖（JMRC 中部） 

 ・組織委員：  梅津 祐実（JMRC 近畿） 山本 博文（JMRC 中国） 

 ・組織委員：  原  信義（JMRC 四国） 徳尾 慶太郎（JMRC 九州） 

 

３）競技会主要役員 

（１）競技会審査委員会 

 ・審査委員長： 藤原 篤志（ＪＭＲＣ全国ラリー振興事業委員長） 

 ・審査委員：  小牧 靖昌（ＪＭＲＣ全国ラリー振興事業副委員長） 

 ・審査委員：  恒松 雅彦（ＪＭＲＣ北海道顧問)  

  

（２）競技役員 

 ・競技長：  國井 長助（R.T.C） 副競技長：  永井 真（THIBAULT） 

 ・コース委員長： 小野 健一（R.T.C） 副コース委員長： 渡辺 雄治（R.T.C） 

 ・計時委員長： 永井 真（THIBAULT） 副計時委員長：  谷口 利幸（R.T.C） 

 ・技術委員長： 石川 和男（C.S.C.C.） 副技術委員長：  高田 孝（R.T.C） 

 ・救急委員長： 嘉屋 賢二（ROC.H） 救急委員：  添田 剛司（R.T.C） 

 ・事務局長：  関口 真弘（R.T.C） 

（３）コンペティターズリレーションオフィサー 

 ・CRO  岡村 寛一(JMRC 北海道派遣) 
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第１０条 参加申込受付期間 

 ・受付開始：２０２１年 ９月１３日（月）  ９：００ 

 ・受付締切：２０２１年 ９月２７日（月） ２０：００ 

 

第１１条 参加申込および問い合わせ先（大会事務局） 

１）事務局：ラリーチーム.カンサー 

所在地：〒080-0047 帯広市西１７条北１丁目３７－２０（株）クニイカーズ 内 
   担当者：大会事務局 國井 長助 
   TEL：090-3112-4070（18：00～21：00） FAX：0155-66-5556 
   E-mail：kuniicars@able.ocn.ne.jp 
   URL：http://rtc-rally.com 
２）提出書類 

所定の用紙に必要事項を記入し、それぞれ署名の上、以下の参加料・登録料を添えて参加受付期間

内に下記７）参加申込先まで申込むこと。また、参加申込書の電子データとドライバー/コ・ドラ

イバーの顔写真、及び参加車両の画像データを下記要領にて電子メールで参加受付期間中に送付

しなければならない。 

① 提出書類 

 ・参加申込書（電子データ） 

    ・車両申告 

 ・マフラーの資料（必要な車両のみ） 

    ・アンケート（クループロフィール） 

    ・サービス申込書 

    ・ドライバー、コ・ドライバーのライセンスと運転免許証の写し 

    ・対人、対物、搭乗者保険（第１２条を満足する競技用保険証、共済等の登録証）の写し 

     なお、競技用保険項目の追加申込証の場合は保険原本（写し）も提出すること 

    ・自動車検査証（写し） 

    ・参加申込明細書 

    ・車載カメラ使用申請書（車載カメラを使用する場合） 

    ・誓約書（誓約書のみ、参加確認での提出を認める） 

② 電子データ、画像データ 

 ・送付先メールアドレス： 

    ・件名：とかち２０２１参加申込書送付の件 

    ・添付画像ファイル形式及びサイズ：Dr・CoDr パスポートサイズ（縦横比 45:35 縦長） 

     参加車両の画像データ（縦横比 35:45 横長） 

     JPEG 形式、１枚 200Kbyte 以上 ３枚合計で 1.5Mbyte 以内 

    ・本文に明記すべき項目： 

     ドライバー氏名/ドライバー画像ファイル名 

     コ・ドライバー氏名/コ・ドライバー画像ファイル名 

     参加車両名/参加車両画像ファイル名 
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３）参加料 

   JMRC 全国オールスターラリー        ５０，０００円 

   （JAF 北海道ラリーシリーズ/ JMRC 北海道 TEIN ラリーシリーズ ポイント対象外） 

 

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

/JMRC 全国オールスターラリー       ５０，０００円（５８，０００円） 

 （JAF 北海道ラリーシリーズ/ JMRC 北海道 TEIN ラリーシリーズ ポイント対象） 

 

   JMRC 北海道 TEIN ラリーシリーズジュニアクラス     ４４，０００円（５２，０００円） 

 （JAF 北海道ラリーシリーズ/ JMRC 北海道 TEIN ラリーシリーズ ポイント対象） 

 

   オープンクラス         ４２，０００円（５０，０００円） 

（JAF 北海道ラリーシリーズ/ JMRC 北海道 TEIN ラリーシリーズ ポイント対象外） 

 

   サービス車両登録１台          ３，０００円 

（競技車両１台につき、２台を上限とする） 

 

   追加スペース１区画（7.5m×3.5m）         ２，０００円 

   （競技車両１台につき、１区画を上限とする） 

 

   ※レキ費用、路面補修費用を含む 

   ※宿泊・食事代は含まれない。 

   ※競技車両、サービス車両それぞれ１台あたり 7.5m×3.5ｍの区画が割り当てられる。 

   ※サービススペースの割り当ては、競技車両１台につき、競技車両を含め最大３区画を上限と 

する。 

   ※上記参加料は、参加クルーがＪＭＲＣ北海道に加盟するクラブ・団体の構成員で、JMRC 北海道

TEIN 各ラリーシリーズ、またはオープンクラスに出場する場合、上記の参加料より１名につき３,

０００円、さらにＪＭＲＣ北海道互助会・スポーツ安全保険の加入済みである場合、１名につき１,

０００円を割り引いた金額である。（カッコ内は割引前の金額） 

 （JMRC 北海道 TEIN ラリーシリーズ共通規定 11 条） 

４）サービス車両及びサービス員の登録 

   所定の申込用紙に必要事項を記入し、参加申請と同時に申し込むこと。１台のサービス車両 

   で複数の競技車をサービスする場合も、参加申請時に申告すること。 

   ※サービス員の登録（無料）無しにサービスパーク内での作業は出来ない。 

   ※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。 

５）参加申込期間後の申請・登録内容の変更には２，０００円の事務手数料を必要とする。 
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  ※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。 

 ６）支払い方法 

   参加料、サービスカー登録料/サービス員登録料の支払い方法は、下記の銀行口座へ 

   振込、または現金書留にて送金のこと。 

   ※オールスターラリーフェスティバルは各地区の申込み先へ振込すること。 

   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 

   ※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。 

   ※振込手数料は申込者の負担とする。 

   ※振込人名義は参加者とすること。 

   ※申込期間内に振込が確認された場合のみ、正式申込とみなす。 

   ※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。 

 ７）参加申込先 

   ※オールスターラリーフェスティバルは、下記各地区の申込先へ送信または郵送すること。 

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

ス/ JMRC 北海道 TEIN ラリーシリーズジュニアクラス/オープンクラスは、下記 JMRC 北海道

の申込先へ送信または郵送すること。 

  ・JMRC 北海道 

   住所  ：〒080-0047 帯広市西１７条北１丁目３７－２０ 
   名称  ：（株）クニイカーズ 内 
   TEL  ：0155-66-5555  FAX  ：0155-66-5556 
   E-Mail  ：kuniicars@able.ocn.ne.jp 
   担当者  ：國井 長助 
   振込先  ：本ラリー規則書 第１１条 6)と同じ 

・JMRC 東北 

 住所  ：〒017-0827 秋田県大館市片山 3-2-10 
 名称  ：(有)東京ラジエーター大館内 
ＴＥＬ  ：0186-43-3481  ＦＡＸ  ：0186-43-3481 
Ｅ-Mail  ：jr7fek@gmail.com 
担当者  ：長井 世幸（山本 朗） 
振込先  ：ゆうちょ銀行から送金の場合 02280-1-75251 どんぐりスポーツカークラブ 秋田 
   ：ゆうちょ以外他の金融機関からの振込の場合 

銀行名 ゆうちょ銀行 金融機関コード 9900 店名 二二九 店（ニニキユウ店） 
店番 229 預金種目 当座 預金 口座番号 0075251 
口座名義 ト゛ンク゛リスホ゜ーツカークラフ゛アキタ 

・JMRC 関東 

 住所  ：〒274-0817 千葉県船橋市高根町 1525 
ＴＥＬ  ：047-439-0048   ＦＡＸ ：047-430-1891 
Ｅ-Mail   ：office@kanto-rally.info 
担当者   ：丹羽 浩道 
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振込先   ：三菱 UFJ 銀行 巣鴨支店 普通 3964770 JMRC 関東ラリー部会 

・JMRC 中部 

 住所    ：〒470-1125 愛知県豊明市三崎町中ノ坪 18-1  パーク M&M A101 
ＴＥＬ   ：090-4738-8603  ＦＡＸ  ： 
Ｅ-Mail   ：jmrcchuburally＠gmail.com 
担当者   ：鮫島 大湖 
振込先   ：三菱 UFJ 銀行 植田支店 普通 0153587 ジェイエムアールシーチュウブラリー

ブカイ サメシマダイゴ 

・JMRC 近畿 

 住所    ：〒599-8261 大阪府堺市中区堀上町 31-6 
ＴＥＬ   ：090-6916-4610   ＦＡＸ  ：072-279-6286 
Ｅ-Mail   ：h-ume77＠outlook.jp 
担当者   ：梅津 祐実 
振込先   ：関西みらい銀行 深井支店 普通 0870635 梅津祐実（ウメヅヒロミ） 

・JMRC 中国 

 住所    ：〒745-0808 山口県周南市平原町 10-8 
ＴＥＬ   ：090-9733-7719 
Ｅ-Mail   ：ｈ_yamamoto＠mx5.tiki.ne.jp 
担当者   ：山本 博文 
振込先   ：ゆうちょ銀行から送金の場合 15540-12724281 山本博文 

：ゆうちょ銀行以外から振込の場合  
ゆうちょ銀行 五五八店 普通 1272428  山本博文        

・JMRC 四国 

 住所    ：〒791-0242 愛媛県松山市北梅本町 3280-12 
ＴＥＬ   ：090-3784-1990  ＦＡＸ ： 
Ｅ-Mail   ：adi00970＠syd.odn.ne.jp 
担当者   ：高木 一之 
振込先   ：ゆうちょ銀行 記号 16120 番号 28274891 ジェイエムアールシーシコクラリー

ブカイ 
：ゆうちょ以外他の金融機関からの振込の場合 
 店名 六一八 店番 618 口座番号 2827489 

・JMRC 九州 

 住所    ：〒818-0004 福岡県築紫野市吉木 1611-1 
 名称    ：J&S モータースポーツ内 
ＴＥＬ   ：092-980-7412   ＦＡＸ ：092-9801-7180 
Ｅ-Mail   ：j_and_ｓ＠j-s-ms.jp 
担当者   ：星野 元 
振込先   ：西日本シティ銀行 那珂川支店 普通 516360 JMRC 九州ラリー専門部会 星野元 

 

第１２条 保 険 

２０２１年日本ラリー選手権規定第１７条に基づき、ラリー競技に有効な対人賠償保険（また 

は共済等）、および搭乗者保険（または共済等）に加入していること。 

 JMRC 北海道互助会ラリー見舞金（１台 3,000 円）加入希望の者は、参加申し込みと同時にラリー見舞

金の申込書を添えて申し込む事。 

 

第１３条 音量規制 

 本競技会に参加できる車両のマフラー（消音器の触媒コンバーター以降）は車検（国土交通省が行う自



9 

 

動車検査登録制度）に合格時装着されていた物を使用すること。また、平成２２年４月以降に生産され

た車両については当該車両の純正品または 公益法人 日本自動車研究所（JARI） 株式会社ＪＱＲ 財

団法人 日本自動車輸送技術協会 の検査に合格し、それを証明する銘板が付いた物を使用すること。 

 

第１４条 参加車両、参加資格、参加台数および受理 

 １）クラス分け 

  JMRC 全国オールスターラリー 

   Ｒ－１ 排気量が 2,500cc を超える車両。 
   Ｒ－２ 排気量が 1,500cc を超え、2,500cc 以下の車両 
   Ｒ－３ 排気量が 1,500cc 以下の車両 
   Ｒ－４ 排気量が 1,500cc 以下の AT 車両、AE 車両(排気量・駆動方式による区分無し) 

   ※JMRC 全国オールスターラリークラス参加者のエアリストリクター装着の有無、ＲＰＮ車両の

年式制限設定、装着するホイールサイズについては各地域規則書の規則に準ずるものとする。 

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

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) 

   ※2021 年 JMRC 北海道 TEIN ラリーシリーズ共通規定(確定版)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 

   ※TOYOTA GAZOO Racing Rally Challenge2021 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、2021 年 JMRC 北海道 TEIN ラリーシリーズ共通規 

定(確定版)に従う事。 

JMRC 北海道 TEIN ラリーシリーズジュニアクラス 

   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 

   ※2021 年 JMRC 北海道 TEIN ラリーシリーズ共通規定(確定版)による。 

  オープンクラス 

   排気量、駆動方式の区分無し 

    

  ※JAF 北海道ラリー選手権/JMRC 北海道 TEIN ラリーシリーズチャンピオンクラスに参加する場

合、JMRC 全国オールスターラリーの対象クラスに同時に参加登録となる。その場合、第１１条２）

提出書類の参加申込書にある参加クラスには、JAF 北海道ラリー選手権/JMRC 北海道 TEIN ラリー

シリーズチャンピオンクラスのクラス区分を記載すること。オーガナイザーにより、JMRC 全国オ

ールスターラリーの対象クラスへ同時に参加登録となる。 

 ２）参加資格 

  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。 
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  また、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。（2021 年日本ラリー選手権規定第 14 条 1 項） 

３）参加台数 

総参加台数は７５台までとする。なお、参加受理については２０２１年選手権出場者を優先し 

  て選考を行う。 

４）組織委員会は、国内競技規則４－１９に従い、理由を示すことなく参加を拒否する権限を有す 

る。この場合、事務手数料２，０００円を差し引き参加料等は返還される。 

 ５）正式受理後の参加料は、オーガナイザーの都合で競技会を中止した場合を除き、返還されない。 

 

第１５条 レキの実施方法 

１）１０月 ９日（土）オーガナイザーのコントロールの下、出場クルーを対象に行われる。 

 ２）当ラリーに使用されるコースは、競技会開催日２ヶ月前から走行を禁止する（自動車及び二輪 

車も含まれる）。 

 ３）レキには、当該競技会参加車両での走行も認める。 

 ４）レキの間、車両にはレキ用プレートを貼付け、交通法規を遵守して走行すること。 

   さらに、規則や公式通知で告知されるオーガナイザーのすべての指示に従わなければならない。 

   尚、これに従わなかった場合、競技会審査委員会に報告される。 

 ５）上記２）、４）に違反した場合、道路補修料（８０，０００円）を徴収すると共に競技会審査 

   委員会に報告される。 

 ６）レキのスケジュールは付則２に示す。 

 

第１６条 公式車両検査 

 １）規定の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。 

 ２）上記１）において、修復時間内に修復し、１０，０００円の再車検手数料を支払った上で、再 

   車検に合格した場合はスタートすることが出来る。 

 

第１７条 タイヤ 

 １）使用できるタイヤは、マッド＆スノー表示のある一般市販ラリータイヤとする 使用タイヤに疑

問がある場合は主催者に確認し許可を受けて使用すること。 (オープンクラスを除く) 

 ２）全クラス、タイヤ本数は制限しない。 

 

第１８条 タイムコントロール 

 １）公式時計は、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）レグの最終タイムコントロール。 

   本競技会において、ＴＣ９Ａは早着のペナルティの対象としない。 

   ※ジュニアクラスのＴＣ６Ａは、早着を認めない。 
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第１９条 スペシャルステージ 

 １）スペシャルステージ区間の計時は、１/１０秒まで計測し、成績に反映する。 

 ２）スタートは、スタートリスト順または直前のＴＣ通過順に１分間隔とする。 

 ３）スタートの方法および合図は、電気式カウントダウン表示装置にて行う。但し、故障の際 

   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２５条６に従い行う。 

   （本競技会では付則５にあるカウントダウンシステムを使用する。また、このシステムに同期し

たフライングチェックシステムを使用する。） 

 

第２０条 整備作業 

 １）技術委員長または、技術委員長が指名した技術委員が整備作業の監督下で行われる。 

 ２）整備作業は、サービスパーク内の各々指定された区画内でのみ行うことができる。但し、外部か   

らの援助を受けることなくクルー自らが車載の道具類のみを使用して作業を行う場合はこの限り

ではない（コントロールエリアおよびパルクフェルメは除く）。 

 ４）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.各部位の点検・増し締め 6.作業前に申告され、技術委員長に許可された項目 

５）整備作業申告書 

  上記作業範囲中、6 項についてはロードブック綴込みの整備作業申告書に整備内容を記載して技

術委員（長）に提出し、技術委員長の許可を得るものとする。また、整備中は同申告書を当該車

両のフロント部分に提示しておくこと。 

 ３）サービスパーク内には競技車両の他には登録されたサービスカー以外は入場出来ない。サービス

カーは参加申し込み時に登録され、サービス車両であることを示す通行証（サービスカー登録

証）を表示していなければならない。 

 ４）整備作業を行うときは、サービスパークの美化に努めること。 

 ５）サービスパーク内においては、いかなる車両も２０ｋｍ/ｈを超えて走行してはならない。 
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第２１条 賞 典 

 JMRC 全国オールスターラリークラス 

 各クラス １～３位 主催者楯・副賞 
      ４位以下 副賞 

JAF 北海道ラリー選手権、JMRC 北海道 TEIN 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 副賞 

 JMRC 北海道 TEIN 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 
      ４位以下 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。 

  この場合の正式な賞典台数は、公式通知にて明示される。 

 

第２２条 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抗原検査及び検温等の体調確認で入

場出来なかった場合、本規則書第１１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、証明書類の提出を請求する場合がある。 

 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ません。主催者が

コミュニケーションにて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。 

 

第２３条 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。 

 

第２４条 本規則の施行 

 本規則は２０２１年 ９月１３日より実施する。 
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付 則１．アイテナリー（オールスター/チャンピオン/オープンクラス） 
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付 則２．アイテナリー（ジュニアクラス） 
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付 則３．レッキのスケジュール 

  「コミュニケーションにて示す」 

 

付 則４．ＣＲＯ コンペティターリレーションオフィサー 

 

 

 

 

写真挿入 

 

 

 

 

 

氏  名  岡村 寛一 

携帯電話  コミュニケーションにて示す 

 

   行動スケジュール コミュニケーションにて示す 
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付 則５．陸別イベントセンター及び陸別サーキット 

ラリーHQ
陸別町　銀河の森　イベントセンター
北海道足寄郡陸別町字ウエンベツ

道の駅「オーロラタウンりくべつ」から約1.6ｋｍ
道道５１号線津別方向に向かい、街灯等に
設置してある、「天文台」の青看板を目印に進む。

Service Park

Rally HQ

至

津
別

道
の
駅

「
オ
ー
ロ
ラ
タ
ウ
ン
り
く
べ
つ
」

至 北見

陸別町役場

至 天文台

ラリー会場までの案内図
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付 則６．信号灯によるスタート手順 
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付 則７．ラリープレート 

 ＪＡＦゼッケン  ：左右ドア２枚 

 ダンロップゼッケン  ：ボンネット１枚 

 ＪＡＦ公認ラリー競技会之証 ：左リアウインドウの目視可能な場所 

 

 

 

 

 

 

 

 


