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JMRC 近畿アベレージラリーシリーズ 第６戦

マッコーレ ホリデー

PLUS

開催日：2010.9.5
主 催：マッコーレ・ラリースピリッツ

公

示

ＦＩＡの国際モータースポーツ競技規則に準拠した日本自動車連盟
（JAF）の国内競技規則、JMRC 近畿共通規則及び本大会特別規則
に従って開催される。

後援：美山町自然文化村
協賛：ダンロップタイヤ近畿 株式会社
ラリーファクトリーＢＯＯＢＯＷ
有限会社 未来工房

第 11 条 競技会に有効な保険
競技参加者は当該競技会に有効な対人３,０００万円以上の保険に加入
しなければならない。
〇未加入者は参加申込時に別紙保険料と参加車両の車検証の写しを必ず
同封すること。
〇当該競技会に有効な任意保険に加入済みの競技参加者は、保険証書ま
たは保険の加入を証明できる書類の写しを必ず同封すること。
第 12 条 競技のタイムスケジュール ９月５日（日）
８：３０～ ９：００ 受付（美山町自然文化村）
８：４０～ ９：１０ 車両検査
９：３０～ ９：５０ ブリーフィング
１０：０１～
スタート）
１３：３０～
ゴール（１号車予定）
１４：３０～
暫定結果・再車両検査
１５：００～
表彰式
第 13 条 賞典
総合クラス
１位～３位 ＪＡＦメダル、楯、副賞
４位～６位 楯、副賞
クローズドクラス １位～３位 楯、副賞
オープンクラス
１位～３位 楯、副賞
但し、参加台数により賞典を変更する場合がある。
第 17 条 クラス区分
総合クラス
排気量区分無し（ラリーコンピュータ装着は自由）
クローズドクラス
排気量区分無し（ラリーコンピュータ未装着車両のみ）
オープンクラス
排気量区分無し（ラリーコンピュータ装着は自由）
※クローズド・オープンクラスは競技ライセンス不要

第１条 競技会の名称
ＪＭＲＣ近畿アベレージラリーシリーズ第６戦
マッコーレ ホリデー プラス 2010
第２条 競技種目
ラリー（四輪自動車によるリライアビリティーラン）
第３条 競技会の格式
ＪＡＦ公認：地方／クローズド格式競技 公認番号：２０１０-３３０８
第４条 開催日程
２０１０年９月５日（日）
第５条 開催場所および競技距離
京都府南丹市美山町 美山町自然文化村をスタート・ゴール
http://www.cans.zaq.ne.jp/m-kajika/index.html
第６条 競技内容
第１種アベレージラリー
コースの総距離：約１００Ｋｍ
路面の種類
：舗装路
第７条 オーガナイザー
ＪＡＦ登録加盟クラブ「マッコーレ ラリースピリッツ」（MUCCOLE）
代表者 佐竹 光男
〒６０６－８３０７ 京都市左京区吉田上阿達町３６ BOOBOW 内
大会組織委員会
第８条 大会役員
上記以外の条項は、ＪＭＲＣ近畿共通規則書に記載。
大会会長
： 中井 荘（美山町自然文化村館長）
組織委員長 ：高橋 修
組織委員：竹内 浩・森 靖夫
■以下に代表的な車種と年齢による保険料の一覧を示します。( '10.3.1 )
第９条 競技会主要役員
記載されている車種以外で参加される方は、
【審査委員会】
申し込み前に FAX または e-mail にて
審査委員長 ：小牧靖昌（ＪＭＲＣ近畿派遣・フェリアス）
“ドライバー氏名”
審査委員
：吉元 章（組織委員会任命・パナサス）
“郵便番号・住所”
【主要オフィシャル】
“ドライバー生年月日 / 年齢”
競技長
：山口貴利
副競技長
：越川幹弘
“連絡先（電話・FAX・e-mail Addr.）”
“車種・車名”
コース委員長：左野良樹
副コース委員長：黒田正孝
“車両形式”
計時委員長 ：植田雅之
副計時委員長 ：摩島繁治
“年式（初度登録年）”
技術委員長 ：武内洋信
副技術委員長 ：高橋 修
をラリー事務局までご連絡ください。
救急委員長 ：高橋英子
確認が取れ次第保険料をお知らせいたします。
事務局長
：佐竹光男
21 歳以上 26 歳以上
第 10 条 参加申込および参加料
全年齢
３０歳以上
26 歳未満 30 歳未満
参加申込は、ＪＡＦ公認ラリー参加申込書（ＪＭＲＣ近畿統一様式）に必
3,500 円
軽自動車 4 ナンバー
要事項を正確に記入し、参加料および保険料（オーガナイザーに保険加入
軽自動車 5 ナンバー
7,000 円
4,000 円
2,500 円
してもらう場合）を添えて行うこと（受付期間内必着）。
マーチ
K11
等
9,000
円
5,000
円
3,500
円
3,000 円
１．参加申込先および問合せ先（大会事務局）
ランサーエボ 10・スターレット・RX-8・ヴィッツ
〒５２０－０２３２ 大津市真野１丁目８－１８ 佐竹方
NEW ビートル・マーチ K12・ストーリア・レガシー
「マッコーレ ホリデー」事務局
11,000 円
6,000 円
4,000 円
3,500 円
ＦＸ・ＣＲＸ・フォレスター・シティー・ランクス
TEL 090-9548-3610 FAX 077-532-3995
カローラ 101・AE86 等
e-mail muccole＠rally.jpn.org
ランサーエボ 1,2,3・ランクル 70
13,000 円
7,000 円
4,500 円
4,000 円
ミラージュ CJ 等
http://www.muccole.com/
ランサーエボ 0,4,5,6・GC8・GDB
２．参加受付期間 ２０１０年８月１６日（月）から３１日（火）まで
15,000 円
8,500 円
5,500 円
5,000 円
シビック・ミラージュ CA・インテグラ等
３．提出書類 ＪＡＦ公認ラリー参加申込書および車検証（写）
ランサーエボ 7,8,9 等
26,500 円 15,000 円 9,000 円
8,000 円
４．参加料 総合クラス
２８,０００円
クローズドクラス ２３,０００円
■お断り：上記の車種を含め、初度登録年、保険の申し込みの時期などによ
オープンクラス
２３,０００円
り保険金額が増減することがあります。その際は、競技受付時に
（各クラスＪＭＲＣ近畿登録会員は一人１,０００円引き）
差額の精算をお願いする場合があります。

