日本自動車連盟（ＪＡＦ）公認準国内競技
2015 年ＪＡＦ東日本ラリー選手権 第 6 戦
JMRC 関東長野県ラリーシリーズ
第4戦

第 38 回 りんどうＡＬＰＥＮ ＡＴＴＡＣＫ 2015
第 32 回 りんどう美ヶ原高原ＲＡＬＬＹ 2015
（中、上級者向ラリー）

特別規則書
公示
公認番号 2015 年 1119
本競技会は、日本自動車連盟（ＪＡＦ）公認の基にＦＩＡ国際モータースポーツ競技規則に準拠したＪＡＦ国内競技規則
並びに 2015 年日本ラリー選手権規定及び長野県ラリー競技一般規則書及び本競技会特別規則に従って開催される。

第１条 競技会の名称及び格式
2015 年ＪＡＦ東日本ラリー選手権 第 6 戦
第 38 回りんどうＡＬＰＥＮ ＡＴＴＡＣＫ 2015
JMRC 関東長野県ラリーシリーズ 第 4 戦
第 32 回りんどう美ヶ原高原ＲＡＬＬＹ 2015
準国内格式
第２条 競技種目
四輪自動車によるラリー
（第２種アベレージラリー）
第３条 オーガナイザー
チームりんどう（ＴＥＡＭ－ＲＩＮＤＯ）
安曇野市豊科５６３７－１３
代表 花岡清彦
第４条 開催日
平成 27 年 8 月 22 日（土）8 月 23 日（日）
第５条 開催場所
長野県安曇野市周辺 230ｋｍ
集合場所 安曇野スイス村
第６条 大会事務局及び参加申込先
〒399-8205 長野県安曇野市豊科郵便局留
チームりんどう事務局
ＴＥＬ 0263-73-4836(PM7:00～PM10:00)
ＦＡＸ 0263-72-7968
参加申込受付期間
平成 27 年８月１日～８月 10 日まで
第７条 大会役員
大会会長
審査委員長
審査委員
組織委員長
副組織委員長
組織委員
第８条 競技役員
競技長
副競技長
コース委員長
副コース委員長
技術委員長
副技術委員長
計時委員長
副計時委員長
大会事務局長

花岡 清彦
川井 外喜夫（ＪＭＲＣ長野顧問）
三浦 正（ＪＭＲＣ長野顧問）
花岡 清彦
小口 貴久
山口 勝

花岡
横山
室山
土井
大出
桜井
金井
塩崎
花岡

哲敏
博
正幸
津義
高志
良勝
史幸
明彦
清彦

第９条 参加料及び保険
参加料 選手権
６０，０００円
オープン
５０，０００円
長野戦
４０，０００円
保険

本競技会に有効な競技用保険に加入すること。
JMRC 関東ラリー見舞金制度も可。
参加受付時に保険証または領収証のコピーを
提出すること。提出なき場合は出走できない。
保険は JMRC ラリー見舞金制度以上とする。
ラリー見舞金制度を利用希望者は５０００円同封の
うえ申し込む事。
第１０条 アシスト行為
本競技会はアシスト行為を行うことが出来る。
アシスト隊がゴール会場に入る場合は、
１名５，０００円（休憩、入浴、朝食）
参加申込と同時に申し込むこと。
長野戦はサービスはありません。
第１１条 タイムスケジュール
受付及び車検
８月 22 日
10:00～10:40
ドライバーズブリーフィング
11:00～
１号車標準スタート時刻
12:01
長野シリーズは 15:00 集合。スタート 17:31 より予定
第１２条 クラス区分及び賞典
東日本ラリー選手権
ＢＣ－1 クラス 排気量 1500cc 以下の RPN 車両
ＢＣ－2 クラス 排気量 1500cc 以下の車両および AE 車両
ＢＣ－3 クラス 排気量 1500cc を越え 3000cc 以下の車両
ＢＣ－4 クラス 排気量 3000cc を越える車両
各クラスともエアリストリクターの装着は任意とする
オープンクラス 排気量区分なし
長野県ラリーシリーズ
A クラス
排気量 1000cc を越え 1500cc 以下の車両
B クラス
排気量 1500cc を越え 3000cc 以下の車両
C クラス
排気量 3000cc を越える車両
K クラス
排気量 1000cc 以下の車両
賞典は各クラス 3 位までとする。
但し参加台数により変更する場合がある。
第１３条 参加車両
本選手権に参加できる車両は、ＪＡＦ国内競技車両規則
第２編ラリー車両規定に従った、ＦＩＡ／ＪＡＦ公認車両
およびＪＡＦ登録車両、また、2015 年日本ラリー選手権
規定の第１３条に適合した車両。
（ＲＮ・ＲＪ・ＲＰＮ・ＲＦ・
ＡＥ車両）
長野シリーズ及びオープンクラス
2015 年ラリー車両規定に適合した車両（ＲＮ・ＲＪ・
ＲＦ）と２００２年１２月３１日以前に初年度登録され、
かつ２００２年ＪＡＦ国内競技車両規則第３編ラリー

車両規定に従った車両。
（ＲＢ車両）
参加車両の使用できるタイヤはグラベル用ラリータイヤと
する。
第１４条 参加資格
本選手権に出場するものは、参加申込締め切り時点において、
本年度有効な国内競技運転者許可証Ｂ以上で参加車両を
運転するのに有効なる運転免許を取得後１年以上経過して
いなければならない。
第１５条 採点及び成績
総減点の少ない者を上位とする。
同減点の場合は、最初のＳＳの減点の少ない者、
さらに次へと続く
第１６条 競技内容
アベレージ区間
あり(地区戦及び K クラスはなし)
タイムトライアル
あり
路
面
舗装
走行距離
選手権 約 230ｋｍ
長野戦 約 130ｋｍ
タイムトライアル
約 31ｋｍ（舗装）
長野戦 約 21ｋｍ (舗装)
第１７条 レッキ、他
競技中にレッキをする
参加申込書は関東ラリー部会 HP 及び
長野県ラリー部会 HP より使用可

第 38 回りんどうＡＬＰＥＮ ＡＴＴＡＣＫ 2015
第 32 回りんどう美ヶ原高原ＲＡＬＬＹ 2015
大会事務局

