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第３１回 ＥＺＯ ＥＮＤＬＥＳＳ ＲＡＬＬＹ 特別規則書 （１／２)
公
示
本競技会は、ＦＩＡの国際モータースポーツ競技規則ならびに、それに準拠した一般社団法人 日
本自動車連盟（ＪＡＦ）の国内競技規則、２０１７年日本ラリー選手権規定及び２０１７年ＪＭ
ＲＣ北海道ラリーシリーズ共通規定並びに本特別規則に従い開催する。
１ 競技会の名称
２０１７年ＪＡＦ北海道ラリー選手権第２戦
２０１７年ＪＭＲＣ北海道ラリーシリーズ第２戦
２０１７年ＴＲＤラリースノーミーティング
第３１回 ＥＺＯ ＥＮＤＬＥＳＳ ＲＡＬＬＹ
２ 格式
ＪＡＦ公認 準国内競技 (クローズドクラス併設) 公認番号 ２０１７－８００２
３ 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
４ オーガナイザー
モータースポーツクラブ エゾ（ＪＡＦ登録加盟クラブ ＮＯ．０１０８６）
〒００５-０００３ 札幌市南区澄川３条２丁目４－１ サニービル １Ｆ
５ 開催日
２０１７年２月１９日(日)
６ 大会組織
(1)
大会事務局
〒００５-０００３ 札幌市南区澄川３条２丁目４－１ サニービル １Ｆ
第３１回 ＥＺＯ ＥＮＤＬＥＳＳ ＲＡＬＬＹ 大会事務局
ＴＥＬ ０１１‐８２２‐０６１０ （古川）
(2)
大会役員
組織委員長
伊藤 信之
組織委員
藤原 篤志
組織委員
前鼻 一洋
(3)
大会審査委員会
審査委員長
中田 省吾 (ＡＧＭＳＣ北海道)
審査委員
永井
真 (ＴＨＩＢＡＵＬＴ)
(4)
大会競技役員
競技長
藤原 篤志
コース委員長
藤原 篤志
計時委員長
伊藤 信之
技術委員長
福田 安則
救急委員長
前鼻 一洋
大会事務局長
古川 雅徳
７ 競技の概要
コースの総距離：約１０ｋｍ
スペシャルステージの数：６(ＴＲＤラリースノーミーティング/クローズド ４)
スペシャルステージの総距離：約８ｋｍ(ＴＲＤラリースノーミーティング/クローズド
約５ｋｍ)
セクションの数：３(ＴＲＤラリースノーミーティング/クローズド ２)
路面：全コース圧雪アイスバーン
デイの数：１
指示速度走行区間の有無：無し
その他：ラリー競技会開催規定第２条に従った(付則)スペシャルステージラリー開催規定
を採用する。
８ 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)
ＲＡ－５クラス 排気量が３０００ｃｃを超える車輌
ＲＡ－４クラス 排気量が３０００ｃｃ以下の車輌
ＲＡ－３クラス 排気量が１５００ｃｃ以下の二輪駆動車輌及びＡＥ車輌(排気量区分無)
ＲＡ－２クラス 排気量が１６００ｃｃを超えるＲＰＮ車輌
ＲＡ－１クラス 排気量が１６００ｃｃ以下のＲＰＮ車輌
ＪＭＲＣ北海道ラリーシリーズジュニアクラス
ＲＡ－５クラス 排気量が３０００ｃｃを超える車輌
ＲＡ－４クラス 排気量が３０００ｃｃ以下の車輌
ＲＡ－３クラス 排気量が１５００ｃｃ以下の二輪駆動車輌及びＡＥ車輌(排気量区分無)
ＲＡ－２クラス 排気量が１６００ｃｃを超えるＲＰＮ車輌
ＲＡ－１クラス 排気量が１６００ｃｃ以下のＲＰＮ車輌
ＪＭＲＣ北海道ラリーシリーズ Ｋ－Ｃａｒクラス
クラス区分無しの軽自動車(過給器の有無を問わず)
ＴＲＤラリースノーミーティングクラス(トヨタ車限定)
ＴＳ－２クラス 排気量が１６００ｃｃを超える車輌(トヨタ８６・ヴィッツターボ・他)
ＴＳ－１クラス 排気量が１６００ｃｃ以下の車輌(ヴィッツ・アクア・他)
クローズドクラス(北海道スノーチャレンジカップ)
ＡＷＤクラス 排気量及び変速機の手動・自動を問わず、４輪駆動車輌
２ＷＤクラス 排気量及び変速機の手動・自動を問わず、２輪駆動車輌
ビギナークラス/オープンクラス
左記クラス排気量区分なし
※ＪＡＦの特認により、シリーズ戦以外にはＦ車両及びスピード車両(ＰＮ・Ｎ・ＳＡ・Ｓ
Ｃ・ＳＡＸ・Ｂ・ＡＥ車両)の参加が可能である。

９ 参加料
＜競技車輌＞
ＪＡＦ北海道ラリー選手権
３６,０００円(２８,０００円)
(ＪＭＲＣ北海道ラリーシリーズ チャンピオンクラス)
ＪＭＲＣ北海道ラリーシリーズ ジュニアクラス
２８,０００円(２０,０００円)
ＪＭＲＣ北海道ラリーシリーズ Ｋ－Ｃａｒクラス
２８,０００円(２０,０００円)
ＴＲＤラリースノーミーティングクラス
２５,０００円(１７,０００円)
ビギナークラス/オープンクラス
１８,０００円(１０,０００円)
クローズドクラス(北海道スノーチャレンジカップ)
１２,０００円(１０,０００円)
＜サービス車輌＞
１台につき
２,０００円
・上記参加料は、２名ともＪＭＲＣ北海道加盟のクラブ・団体の非構成員であり、かつ互助
会未加入又はスポーツ安全保険の未加入者の場合の参加料である。
・カッコ内の参加料は参加者２名がＪＭＲＣ北海道に加盟するクラブ・団体の構成員（競技
運転者許可証に押印されたクラブ登録印により確認）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、さらに互助会会員（加入証等によって確認）又はＪ
ＭＲＣ北海道を加入団体とするスポーツ安全保険の加入者(加入証明できるものにより確
認)であり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。
（ＪＭＲＣ北海道ラリーシリーズ共通規定１１条）
・前年度ＪＭＲＣ北海道ラリージュニアクラスのシリーズ１位のドライバーがチャンピオン
クラスにエントリーする場合の参加料は、ジュニアクラスの金額とする。
・ビギナークラスは、２名のクルーのうち、どちらかが新規にラリー競技会に参加する場合
を対象とし、その有効期間は最初にラリー競技会に参加後から 1 年間とする。また、当該
クラスのドライバーが新規であり、ジュニアクラスに参加を希望する場合は参加料＋３０
００円(シリーズ分担金に相当)で参加することができる。
１０ 参加申込
参加を希望する場合は、所定の参加申込書に正しく記入し、添付書類を同封の上、期日ま
でに規定の参加料を添えて申し込まなければならない。
＜郵送の場合＞
〒００５-０００３ 札幌市南区澄川３条２丁目４－１ サニービル １Ｆ
第３１回 ＥＺＯ ＥＮＤＬＥＳＳ ＲＡＬＬＹ 大会事務局 宛
＜振込みの場合＞
北海道銀行本店 普通口座 口座番号１０３７６８０
口座名義人 モータースポーツクラブ・エゾ （代表 前鼻 一洋）
※尚、振込みの場合は振込みの控えの写しを添付書類に同封し郵送のこと。
ＴＥＬ ０９０‐８４８７‐９５１７ （古川） 〔１２時～２１時〕
ＦＡＸ ０１１‐８２２‐０６１０
この申込がファックスで送付される場合、その原本はエントリーの締切日から遅くとも３
日以内にオーガナイザーに到着しなければならない。
※受理表は発行しない。参加申込みの確認は、ＪＭＲＣ北海道ＨＰに公開するエントリ
ーリストにより確認すること。
１１ スケジュール等
エントリーの受付期間
２０１７年２月１日（水）～１３日（月）
参加確認及びレッキ受付
２０１７年２月１９日(日)
場所：新千歳モーターランド・カートコース受付 (北海道千歳市美々１２９２-５６０)
時間：６時００分～６時３０分
レッキ
時間：６時１５分～８時４５分
公式通知で示されるレッキスケジュール詳細に従うこと。
第１回競技会審査委員会
場所：審査委員会室(ＡＳＰコントロールタワー２Ｆ)
時間：９時００分～
公式車輌検査
場所：新千歳モーターランド・サービスパーク
時間：８時１５分～９時００分
シーリング
チャンピオンＲＡ－５クラス車輌のターボチャージャーシーリングは、事前に当クラブ
と打合せのうえ封印を完了しておくこと。尚、すでに封印がなされ保持されている場合
は有効（年度をまたいでも可）とする。
タイヤ
タイヤはスタッドレス(スノー)とする(タイヤチェーンは、緊急脱出時のみ使用可)。
ラリーＨＱ(大会本部)
場所：新千歳モーターランド(ＡＳＰコントロールタワー１Ｆ)
住所：北海道千歳市美々１２９２-５６０
ＴＥＬ：０９０－８４８７－９５１７(古川)
開設時間：６時００分～表彰式終了時
公式掲示板
場所：新千歳モーターランド・カートコース受付前
時間：６時００分～表彰式終了時
スタートリストの公示
場所：新千歳モーターランド・公式掲示板
時間：９時１０分

２０１７年ＪＡＦ北海道ラリー選手権第２戦
２０１７年ＪＭＲＣ北海道ラリーシリーズ第２戦
２０１７年ＴＲＤラリースノーミーティング
２０１７．２．１９
モータースポーツクラブ・エゾ（ＥＺＯ）

第３１回 ＥＺＯ ＥＮＤＬＥＳＳ ＲＡＬＬＹ 特別規則書 （２／２)
参加者ブリーフィング及び開会式
行わない。指示事項については、全て公式通知にて対応する。
ラリースタート
場所：新千歳モーターランド・スタンディングエリア
時間：９時３０分
表彰式及び閉会式
場所：新千歳モーターランド・カートコース受付
時間：１７時００分(予定)
：１５時００分(予定)※ＴＲＤラリースノーミーティングクラス/クローズドクラス
１２ 賞典
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)
各クラス １～３位
ＪＡＦメダル・主催者表彰状・副賞
４位以下
主催者表彰状・副賞
ＪＭＲＣ北海道ラリーシリーズ ジュニアクラス
各クラス １～３位
主催者表彰状・副賞
ＪＭＲＣ北海道ラリーシリーズ Ｋ－Ｃａｒクラス
１～３位
主催者表彰状・副賞
ＴＲＤラリースノーミーティングクラス
各クラス １～３位
主催者表彰状・副賞
クローズドクラス/ビギナークラス
各クラス １～３位
主催者表彰状・副賞
※但し、各クラス参加台数の３０％までとする。
１３ 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３１回 ＥＺＯ ＥＮＤＬＥＳＳ ＲＡＬＬＹ 大会組織委員会

