ＪＡＦ公認準国内、クローズド競技併催
２０１７年関東デイラリーシリーズ 第８戦

ＭＳＣＣ東京オータムラリー２０１７
特別規則書

２０１７年

８月２７日（日）

オーガナイザー ： マツダスポーツカークラブ（MSCC）

協力：

JMRC 栃木ラリー部会 / JMRC 群馬ラリー部会 / JMRC 東京ラリー部会

協賛：

横浜ゴム株式会社 / 住友ゴム工業株式会社 / 株式会社ＹＦＣ
KYB ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ / ピア株式会社 / 株式会社ＩＲＳ / 株式会社錦之堂
& ｻｰﾋﾞｽ株式会社
株式会社関東マツダ

ＭＡＺＤＡ ＳＰＯＲＴＳ ＣＡＲ ＣＬＵＢ
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ＭＳＣＣ東京オータムラリー2017
公 示
国際自動車連盟（以下「FIA」という。
）の国際モータースポーツ競技規則、並びにそれに準拠
した一般社団法人日本自動車連盟（以下「JAF」という。
）の国内競技規則、ラリー競技開催規定、
2017 年関東デイラリーシリーズ共通規則及び本競技会特別規則に従い、準国内競技ならびにクロ
ーズド競技の併催として開催される。
第１条 競技会の名称
ＭＳＣＣ東京オータムラリー 2017
第２条 競技種目
ラリー（４輪自動車によるリライアビリティラン）
第３条 競技の格式
ＪＡＦ公認：準国内、クローズド格式競技併催 ＪＡＦ公認番号 2017 年 1119 号
第４条 開催日程
2017 年 8 月 27 日（日）6：30～16：00
第５条 開催場所および競技距離
スタート・フィニッシュ：栃木県日光市足尾町松原 2825 足尾歴史館駐車場（予定）
栃木県日光市足尾町周辺 約１００Ｋｍ 路面：舗装路
第６条 競技内容
JAF ラリー競技開催規定の付則「第 1 種アベレージラリー開催規定」に従ったラリー
第７条 オーガナイザー
マツダスポーツカークラブ(略称 ＭＳＣＣ) （JAF 公認クラブ No.13014）
所在地：〒154-0002 東京都世田谷区下馬 6-24-9 小島アルミ㈱内
TEL 03-3414-0176 FAX 03-3414-0472
代表者名：西井 敏則
URL ：http://www.mazdasportscarclub.jp/
第８条 大会役員
組織委員長：
組織委員：

西井 敏則(MSCC)
遠藤 彰(MSCC)、小島 正利(MSCC)、成澤 宏樹(MSCC)

第９条 競技会役員
審査委員長：
審査委員：
審査委員：
競技長：
コース委員長：
計時委員長：
技術委員長：
事務局長：

眞島
宮城
安田
遠藤
遠藤
山口
織原
久末

和彦(ADVAN 栃木)
孝仁(TR-8)
真也(FQRC)
彰(MSCC)
彰(MSCC)
昌也(MOSCO)
敏明(MSCC)
昇(MSCC)
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第１０条 参加申込および参加料
１）大会事務局 ；〒154-0002 東京都世田谷区下馬 6-24-9 小島アルミ㈱内
TEL：03-3414-0176(土日・祝日を除く 10:00～17:00) FAX：03-3414-0472
MSCC 東京オータムラリー大会事務局
E-mail：msccrally@mazdasportscarclub.jp
URL ：http://www.mazdasportscarclub.jp/
２）参加申込
オーガナイザー所定の下記書類に必要事項を記入し署名捺印の上、申込期間中に大会事務
局へメール又は、郵送、もしくは直接提出しなければならない。
提出書類
・参加申込書（含む、誓約書/車両情報/ラリー保険申込/車両申告書/出場経歴書）
・車検証（写し）
・競技用保険証（写し）(競技保険未加入者は第１１条参照)
３）参加料
参加費/2 名クルー \20,000参加費 1 名追加
\1,000参加費には、8 月 27 日(日) 昼食を含む。
４）支払い方法
参加料は８月１８日（金）迄に下記口座へ振り込みのこと。
三菱東京ＵＦＪ銀行 広尾支店 普）１２２８４１４
マツダスポーツカークラブ 丸山尚人 （まるやまなおと）
※ 振込み手数料は申込者の負担とする
５）申込期間 2017 年 7 月 29 日（土）09:00～ 8 月 16 日（水）17:00 迄
第１１条 競技会に有効な保険
ラリー競技に有効な対人賠償保険、対物保険、ならびに搭乗者保険に加入していること。
なお、JMRC 関東ラリー見舞金とスポーツ安全保険もしくは JMRC 見舞金制度等に加入すること
で保険に代えることができる。
（搭乗者保険に関しては JMRC 関東ワンイベント見舞金(\1,500-/名)を人数分加入し、対人賠
償保険、対物保険に代え JMRC 関東ラリー見舞金(\5,000-/台)に加入することで保険に代え
ることができる。
）
JMRC 関東の見舞金制度への加入は参加申込書に必要事項を記入して主催者に申込むこと。
第１２条 競技会のタイムスケジュ－ル
7 月 29 日(土)
9：00～
参加申込受付開始
8 月 16 日(水)
17：00

参加申込受付締切り

8 月 20 日(日)
19：00

ホームページにエントリーリスト発表

8 月 27 日(日)
06：30～07：15
07：00～08：00
08：15
08：15～08：45
09：01～

参加確認 ロードブック配布
公式車両検査
スタートリスト発表
ドライバーズブリーフィング
ラリースタート
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足尾銅山観光 銅ふれあい館
足尾歴史館駐車場
足尾銅山観光 銅ふれあい館
足尾銅山観光 銅ふれあい館
足尾歴史館駐車場

13：30 頃
14：30
15：00～

ラリーフィニッシュ
暫定結果発表
表彰式

足尾歴史館駐車場
足尾銅山観光 銅ふれあい館
足尾銅山観光 銅ふれあい館

第１４条 参加車両
JAF国内競技車両規則第２編ラリー車両規定に定めるRR車両、RN車両、RJ車両、RF車両、F車両、
RB車両（2002年ラリー車両規定に従って製作したラリー車両）、RPN 車両、又はAE車両とし、
下記を満たすこと。
１）純正又は車検対応マフラーを装着していること。
２）携行品：非常用停止表示板(三角)２枚、非常用信号灯、赤色灯、牽引用ロープ、救急薬品。
第１５条 参加台数
１）総参加台数は、最大７５台とする。但し、2017 年関東デイラリーシリーズ共通規則第１
６条のクラスＡ～Ｃの合計台数は、最大４０台とし、申込台数が４０台を超えた場合は、
競技会組織委員会の選考により決定する。
第１６条 クラス区分及びシード選手
使用機器の制限を設けないクラスＤを追加する。
クラスＤは関東デイラリーシリーズとは別賞典とし、ポイントも与えられない。
第１７条 参加受理
６）正式参加受理は、８月２０日（日）にホームページ上に発表する。
第３６条 賞 典
Ａ，Ｂ，Ｃクラス
各クラス 1 位～3 位 ＪＡＦメダル、副賞
4 位～6 位 副賞
ＪＡＦメダルを除き、各クラス参加台数の３０％を下回らない範囲で賞典を制限する。
なお、詳細は公式通知にて別途示す。
第４０条 本規則の施行
本規則は 2017 年 6 月 10 日より実施する。
2017 年 6 月 10 日
MSCC 東京オータムラリー 2017
大会組織委員会
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