
2019 年 JAF 全日本ダートトライアル選手権第 7戦

特 別 規 則 書

開催日：2019 年 7月 28 日（日）
会　場：丸和オートランド那須（栃木県那須塩原市）
主　催：チーム・エフ
　　　　３６０-Racing
協　力：JAF 東北地域クラブ協議会
　　　　JMRC 東北ダートトライアル部会
後　援：丸和産業有限会社／丸和オートランド那須

JAF 公認国内競技



2019 年 JAF 全日本ダートトライアル選手権第 7戦「ALL JAPAN SUPER DT 」は一般社団法人日本自動車連盟（以下「JAF」という）
の公認のもとに国際自動車連盟（FIA）の FIA 国際モータースポーツ競技規則及びその附則に準拠した JAF の国内競技規則及びそ
の細則、2019 年日本ジムカーナ／ダートトライアル選手権規定、2019 年全日本ジムカーナ／ダートトライアル選手権統一規則、
スピード競技開催規定及び本競技会特別規則に従い国内競技として開催される。

公　　示

第 1条　競技会の名称
　　　　2019 年 JAF 全日本ダートトライアル選手権第 7戦
　             ALL JAPAN SUPER DT 

第 2 条　競技種目
　　　　ダートトライアル

第 3条　競技の格式
　　　　JAF 公認：国内競技
　　　　JAF 公認番号：2019 年  6201 号

第 4条　開催日程
　　　　2019 年 7月 28 日（日）1日間

第 5条　競技開催場所（コース公認No.2019-Ⅱ-0901）
        　　丸和オートランド那須
　　　　栃木県那須塩原市高林字蛇尾川添 259-1
                 TEL 0287-68-0345   FAX 0287-68-0309

第 6 条　オーガナイザー
　　　　チーム・エフ
　　　　代表　柳本　弘信
　　　　〒989-3126 宮城県仙台市青葉区落合 4-6-26-216
                  TEL 022-797-1188

　　　　360-Racing
　　　　代表　伊藤   達也
　　　　〒324-0041 栃木県大田原市本町 1-2701-157
　　　　TEL 0287-23-5842

第 7 条　大会役員
                 大会会長 　：早坂一一
　　　　　　　　　　（ファイン自動車株式会社代表取締役）

第 8条　組織委員会
　　　　組織委員長：坂本　光弘（360R）
　　　　組織委員　：柳本　弘信（Team-F）
                 組織委員　：伊藤　達也（360R）
                 組織委員　：新名　孝雄（FSC）
　　　　組織委員　：梅沢　三朗（MSCうめぐみ）

第 9条　競技会主要役員
　　１）競技会審査委員会
　　　　競技会審査委員長：村瀬　晴信（JAF 派遣）
　　　　競技会審査委員     ：嶽下　宗男（JAF 派遣）
　　　　  競技会審査委員     ：中村　真幸（組織委員会任命）

     　 ２）競技役員
　　　　 競技長　　　    ：柳本　弘信
　　　　 副競技長　　    ：須田　行雄
　　　　コース委員長　：菅原　道晴
　　　　副コース委員長：新名　孝雄
　　　　技術委員長　　：星　　光行
　　　　副技術委員長　：小池　克弘
　　　　計時委員長　　：後藤　和弘
　　　　副計時委員長　：小林　健一
　　　　救急委員長　　：金子　圭造
　　　　パドック委員長：清島　康伸
　　　　医師団長　　　：森　　隆司
　　　　事務局長　　　：柳本　知子

第 10 条　参加申込及び参加費用
　　１）参加申込先及び問い合わせ先
　　　　〒989-3126 
　　　　 宮城県仙台市青葉区落合 4-6-26-216
　　　　 ALL JAPAN SUPER DT 事務局　柳本
　　　　TEL 022-797-1188  FAX 050-3345-2608
　　　　E-Mail  info@super-dt.com
　　２）参加受付期間
　　　　受付開始：6月 10 日（月）
　　　　締切日　：6月 28 日（金）必着
　　３）提出書類
　　　　所定の参加申込書、車両申告書、選手紹介書
　　　　等に必要事項を記入署名の上、以下の参加料
　　　　を添えて参加受付期間内に上記まで申し込む
　　　　事。但し銀行口座を利用する場合、下記の指
　　　　定銀行口座に入金後、上記申込先に参加申込
　　　　書等を送付する事。尚、銀行振込の場合領収
　　　　書の発行はしない。振込手数料は各自負担の
　　　　事。
　　　　【銀行振込用口座番号】
　　　　ゆうちょ銀行  八一八支店　
　　　　口座番号：（普通）4241895
　　　　口座名義：チーム・エフ
　　４）参加料
　　　　￥40,000
                 （サービス員登録 1名分を含む）
　　５）その他
　　　　①サービスカー登録料　　　　￥4,000/1 台
　　　　②パドック予備スペース　　　￥4,000/1 区画
　　　　③追加サービス員登録料　　　￥2,000/1 名
　　　　④競技車両積載車　　　　　　無料（要登録）



第 11 条　サービス員及びサービスカー
　１）競技参加者はパドックに持ち込むサービスカー
　　　について競技参加申込書と同時に登録を必要と
　　　する。登録したサービスカーにはパーキングチ
　　　ケットを発行する。尚、サービスカーはパドッ
　　　ク内のオーガナイザーが指定した駐車スペース
　　　に置く事。
　２）サービスカーのサイズが全長 5ｍ全幅 2.5mを超
　　　える場合は事前に確認の上、複数台分で申し込
　　　む事。
　３）パドック予備スペースは 1区間を 5ｍ×2.5ｍと
　　　し、競技参加申込と同時に登録を必要とする。
　４）競技参加者はサービス員について競技参加申込
　　　と同時に登録を必要とする。
　５）競技車両積載車は競技参加申込と同時に登録（無
　　　料）を必要とする。登録した競技車両積載車に
　　　はパーキングチケットを発行する。尚、競技車
　　　両積載車はオーガナイザーが指定した駐車ス　
　　　ペースに置く事。

第 12 条　競技のタイムスケジュール
　　　　ゲートオープン　    5：30 ～
　　　　公式受付（参加確認受付）　　6：00 ～ 7：00　　　　
　　　　公式車両検査　　　6：15 ～ 7：30
　　　　慣熟歩行　　　　　7：00 ～ 7：50
　　　　開会式　　　　　　8：00 ～ 8：15
　　　　ドライバーズブリーフィング　    8：15 ～ 8：30
　　　　第 1ヒート開始　    8：45 ～
　　　　慣熟歩行　　　　   第 1 ヒート終了後 40 分間
　　　　第 2ヒート開始　   第 1 ヒート終了後 55 分後
　　　　閉会式・表彰式　   16：30 ～（予定）

　　　　※ヒート及びクラスの間に散水する場合がある。

第 13 条　慣熟歩行
　　　　慣熟歩行はタイムスケジュールに従って徒歩
　　　　にて行う。

第 14 条　参加制限
　　　　最大参加受理台数は 160 台とする。
　　　　国内競技規則 4-19 に従い参加を拒否した場合
　　　　は事務手数料として￥1,000 を差し引き、参加
　　　　費用を返金する。

第 15 条　計時装置
　　　　計測は自動計測機器を使用し、1/1000 秒まで
　　　　計測しその計測結果を成績とする。万一自動
　　　　計測機器の故障が発生した場合に限り、別個
　　　　の独立した自動計測機器のタイムを成績とす
　　　　る。

 第 16 条　賞典
　　　　全部門・全クラス
　　　　1位 ~3 位　JAF 楯・オーガナイザー楯・副賞
　　　　4位 ~6 位　オーガナイザー楯・副賞
　　　　但し JAF 楯を除き表彰対象者数は各クラス参
　　　　加台数の 3分の 1を超えないものとする。

第 17 条　その他の事項
　　　１）競技運転者は競技に有効な保険（死亡 1,000
　　　　　万円以上）の加入者、又は JMRC 全国共同
　　　　　共済加入者に限る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　大会組織委員会
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