ＣＭＳＣ岩手

つるつるオートテスト

in アピオ

特別規則書
公 示
本競技会は、国際自動車連盟(FIA)の国際モータースポーツ競技規則及び付則、
ならびに、それに準拠した日本自動車連盟(JAF)の国内競技規則及び付則、に従い開催される。
第１条 競技会の名称
CMSC 岩手 つるつるオートテスト

in アピオ

第２条 競技種目
オートテスト
第３条 競技会の格式
クローズド
第４条 開催日程
2019 年 2 月 10 日（日）
第５条 競技開催場所
岩手産業文化センター アピオ 特設会場
所在地：岩手県滝沢市砂込 389-20
第６条 オーガナイザー
コルトモータースポーツクラブ岩手（CMSC 岩手）
代表者：工藤 守
住所：岩手県花巻市石鳥谷江曽 5-53-4
電話：0198-45-6670

第７条 大会役員
大会審査委員長 伊藤
審査委員
高橋

正徳
泰志

第８条 組織委員会
組織委員長
工藤
組織副委員長
浅沼
組織委員
濱道

守
勝徳
寿幸

第９条 競技会主要役員
競技長
工藤
守
副競技長
浅沼 勝徳
コース委員長
濱道 寿幸
計時委員長
藤澤 祥久
技術委員長
浅沼 勝徳
救急委員長
佐々木 成
事務局長
濱道 寿幸

（みちのくレーシング）
（ふうりん）

（CMSC 岩手）
（CMSC 岩手）
（CMSC 岩手）

（CMSC 岩手）
（CMSC 岩手）
（CMSC 岩手）
（CMSC 岩手）
（CMSC 岩手）
（CMSC 岩手）
（CMSC 岩手）

第１０条 参加申し込み及び参加料
参加申し込みは所定の参加申込書に必要事項に記入の上、署名捺印し大会事務局まで郵送、FAX、メールにて届けること。
1） 大会事務局
〒028-3151 岩手県花巻市石鳥谷江曽 5-53-4 ミスタータイヤマン花巻北店内
CMSC 岩手 事務局
TEL：0198-45-6670
FAX：0198-45-2163
2）参加受付期間
２０１９年１月２３日（水）～２０１９年２月４日（月）必着
※中止になった 1 月の大会に申込んでいた人は申込不要
当日の申し込みは行いません。当日受付に来ない場合は自動的にキャンセルとなります。キャンセル料はかからないので
迷っている人はとりあえず申し込みを行っておいてください。
3）参加費用
参加費用は当日受付にて徴収する。
前回参加申し込み ４，０００円
それ以外
５，０００円
4）申込先
郵送または FAX は上記大会事務局、持参の場合は上記大会事務局またはクラブ員へ
メールの場合は
michio9@qg7.so-net.ne.jp
5）参加台数
参加台数が多い場合お断りする場合がある。
第１１条 競技会のタイムスケジュール
ゲートオープン
７：００ ～
参加受付
７：２０ ～ ８：００
慣熟歩行
７：３０ ～ ８：２０
開会式
８：３０ ～ ８：３５
ドライバーズブリーフィング ８：３５ ～ ８：４５
競技開始
９：００～
表彰式
競技終了３０分後
第１２条 参加資格、参加車両
運転手：普通運転免許を有すること。
車両:：車検の有効な普通免許で運転できる車両であること。
第１３条
ペナルティポイント、ペナルティの基準は別添ペナルティポイント表のとおりとする。

雪の状態により中止する場合があります。
ホームページや Facebook などで情報を確認ください。

その他規則
〇クラス区分
前輪駆動クラス

前輪駆動の車両

（MT、AT、排気量は問わない）

後輪駆動クラス

後輪駆動の車両

（MT、AT、排気量は問わない）

４駆クラス

４輪駆動の車両

（MT、AT、排気量は問わない）

ラリスタ２駆クラス

ラリー用タイヤ装着の２輪駆動の車両

（MT、AT、排気量は問わない）

ラリスタ４駆クラス

ラリー用タイヤ装着の４輪駆動の車両

（MT、AT、排気量は問わない）

〇参加申込、お問い合わせ先
大会に関する全般的な問い合わせ、並びにメールでの申し込み先
michio9@qg7.so-net.ne.jp
090-5831-4272（担当：濱道）平日は午後5時ごろからの対応となります。
申込書の郵送 ・ FAX 先

申込到着確認に関する問い合わせ先

〒028-3151
岩手県花巻市石鳥谷町江曽5-53-4 ミスタータイヤマン花巻北店内
CMSC 岩手 大会事務局

TEL：0198-45-6670（担当：斉藤）

FAX：0198-45-2163

申込
１、参加車両は車名を入れること。（例、「ブリザックランサー」、「今日はがんばるラクティス」など車名を入れてくださ
い。）
２、申込受付は申込順に行う。また８０台を目処に参加のお断りをする場合がある。
３、申し込みは一人１台１クラスのみとする。
競技
１、開会式並びに競技説明に参加し競技内容に関する説明を受けることとする。
２、２回走行のうちベストタイムを決勝タイムとする。
３、コース状態が危険と判断した場合、ヒートごとにコースを変更する場合がある。コースを変更した場合は２回の合計
タイムを決勝タイムとする。
４、暴言、不正行為、指示の無視、競技中車両を許可なく会場外に持ち出した場合等は失格とする。
５、タイム計測器、レスキュー車両、付帯施設などを破損させた場合は参加者の自己負担とする。
６、転倒、スタック等で競技の妨げとなった車両は強制的に排除する。排除作業中に車体に損傷が生じても補償はしな
い。
７、コースについては後日発表する。
参加受付、パドック
１、当日、受付にて免許証を提示し、参加費を支払うこと。
２、受付にて配布されるゼッケンを車体左右の認識できる箇所に装着すること。
３、前後の牽引フックを即時使用できる状態にしておくこと。牽引フックがない場合、自車の牽引できる場所を速やかに
支持できるように確認しておくこと。
４、パドック内では徐行しテスト走行は行わないこと。
５、パドックは朝に停車した場所を終日使用し、他人の場所を使用しないこと。
６、パドック内での車両の接触事故は当事者で話し合い解決すること。

７、タイヤは車体からはみ出ず、車体に接触せず、車重に対し十分なタイヤ強度を有するものとすること。タイヤの外径
は誤差の範囲内とすること。
８、サイドブレーキの使用は可能なものとする。但しアスファルトが露出している場合、使用の制限することがある。
９、競技終了後はゼッケンを外してから退場すること。
大会の中止・変更
１、主催者は万一の事故や天候その他の理由により、競技を中止、または短縮する場合がある。
２、大会の中止は２月６日までに決定し２月７日にホームページで発表する。
保険
１、競技中の車両の破損、運転者の怪我については各自で保険や共済などに加入し対応すること。
（競技中の事故については通常の保険は適応されません。心配な方は、各自保険会社と相談しラリー・ロードレー
ス特約、競技・曲芸特約などに加入してください。）
その他
１、競技中の写真、動画などは雑誌やホームページに掲載される場合がある。
２、会場周辺での暴走行為を禁止とする。（会場への往復は安全運転でお願いします。）
３、大会当日の朝に大会車両駐車場の除雪が必要な場合は、除雪作業の邪魔にならない箇所で待機すること。
５、トイレはアピオ内のものを使用すること。

留意事項
特に留意していただく事項をお知らせいたします。
・申込について。
本大会は申込書の提出と当日の参加費の納入をもって正規申込となります。ギリギリまで出られるかどうかわか
らないと言う人はとりあえず申込書の提出を行ってください。出場できない場合は当日来なければ自動的にキャ
ンセルとなります。ペナルティーはありません。
なお当日天候が悪い場合、申込書をその場で書いてもらうのは大変なので当日の申し込みは行いません。

・事前に準備。
車内の余計な荷物は固定されたもの以外は降ろしてもらいます。自宅に余計な荷物を下ろしてから会場へくる
ことをお勧めします。

・空に注意。
会場周辺はカラスが多いです。しかも慣れていますので油断していると食い物や防寒具、小さめの工具などを
もっていかれます。降ろした荷物はケースにしまうかブルーシートで覆うなどしてブロックすることをお勧めします。

・開会式並びに競技説明には必ずご参加ください。
タイム計測、競技ルール、コース、競技中のフラッグについての説明があります。本オートテスト独自ルールがあ
る場合もありますので、初心者の方はもちろんですが普段から競技に参加している方も必ず参加してくだい。また
天気天候によりやむを得ず走行順やルール変更を行う場合があります。その場合の説明も競技説明時に行いま
す。

・会場周辺での暴走行為は絶対にしないでください。
会場周辺で選手が暴走行為を行った場合、本大会の中止だけでなく本会場を使ったあらゆる自動車イベントの
開催に影響があります。会場周辺では交通規則を守り安全に運転してください。
大会前、終了後に一般駐車場でタイヤを滑らせて遊ぶなどの行為が見受けられます。危険ですので絶対にやめ
てください。
暴走行為をしないのは会場周辺だけではありません。普段から安全運転を心がけることをお願いします。
なお暴走行為により各イベントが中止となった場合、かかった大会準備経費を負担していただきます。

・大会終了後
大会終了に時間やコースコンディションにより練習会を行います。勝手なコースを走ると危険ですので本番レイ
アウトと同じコースを走ってください。雪の状態によりパイロンなどの位置は移動するかもしれませんがレイアウトは
変わりません。

〇国内 B ライセンス取得する人へ。
本競技会を完走することで国内 B ライセンスの取得が可能です。取得したい人は用紙を用意しますので事前に
連絡するか、申込書の空白部分に書いておいてください。タイムはともかく絶対完走してください。
大会終了後 1 か月以内に完走証明印をついた用紙と 3×4cm の写真をもって JAF に行き、費用 3,100 円（JAF
会員でない場合＋6,000 円）

