地区通信
JMRC各地区から名物イベント情報や規則改正、告知などのお知らせを発信する地域の伝言板ページです
リーシリーズの開催日程からお知らせ

まずは、２０１４年ＪＭＲＣ関東ラ

またはＪＭＲＣ関東事務局０３‐５４

ＪＭＲＣ関東のＨＰ（下オビ内参照）

入を受け付けております。申請書等は

スポーツ安全保険加入、見舞金制度加

７戦９月 日。変更点は、ＦＲクラス

第５戦７月 日、第６戦８月 日、第

日、第３戦６月１日、第４戦６月 日、

ーズ：第１戦４月 日、第２戦５月

●ＪＭＲＣ東北ダートトライアルシリ

月５日。

●ＪＭＲＣ東北ジムカーナシリーズ日

程：第１戦３月 日、第２戦４月 日、

第３戦５月 日、
、第４戦６月８日、

戦９月７日。

７戦８月３日、第８戦８月 日、第９

第５戦６月 日、第６戦７月６日、第
は据え置き（弁当なし）
、ＪＭＲＣ戦

の範囲をＳＣまで拡大、エントリー費

８月３日、第６戦９月７日、第７戦

東北地区の２０１４年
各シリーズ開催日程

します。
４２‐７６６０までご連絡ください。

関東ラリーシリーズ日程
加盟登録も受付中です！

●イーストラリーツアーは全８戦で構

http://www.jmrc-kanto.org/

成されます。第１戦３月 〜 日、第
２戦４月 〜 日、
、第３戦５月 〜

のポイント集計方法をＪＡＦ戦と同一

戦６月 〜 日、第２戦７月 〜 日、

●ＪＭＲＣ東北ラリーシリーズ：第１

日。

第３戦９月 〜 日、第４戦 月 〜

25 20

日、第４戦７月５〜６日、第５戦８

●ＪＡＦ東北ジムカーナシリーズ：第
１戦３月 日、第２戦４月 日、第３

にする。

31

10 19

月９〜 日、第６戦９月 〜 日、第

11
29

10

20

東北
27

２０１３年度のＪＭＲＣ中国シリー

ュニアシリーズのチャンピオン認定も

す。地方選手権の表彰だけでなく、ジ

行います。また、それぞれの表彰式に

方選手権として復活した２０１２年度

自の表彰式を行ってきた関係から、地

の共同でシリーズを組んで、長い間独

リーはＪＭＲＣ中国とＪＭＲＣ四国と

でなく、多数の

表彰対象者だけ

ていますので、

る機会も予定し

各規則を説明す

ラス分けなどの

先立ち、２０１４年度の車両規則やク

と同様に、単独での表彰式となります。
ジムカーナとダートトライアルは２
月２日（日）の 時 分から開始しま

ています。

参加をお待ちし

１月 日（土）の 時から開始します。

まずラリーからですが、このカテゴ

彰式の案内をさせていただきます。

ズも長かった戦いが終わり、今月は表

中国シリーズ各表彰式
参加をお待ちしています！

戦５月 日、第４戦６月 日、第５戦

21

７戦 月 〜 日、第８戦 月 〜

23

14

日
●長野県シリーズは全６戦です。第１
戦１月 〜 日、
第２戦５月 〜 日、
第３戦８月９日、第４戦８月 〜 日、
日

第５戦 月 〜 日、第６戦 月 〜
●群馬県シリーズは全７戦です。第１
戦４月 〜 日、 第２戦６月 日、

15 11

JMRC
28

24

20

15

http://jmrctouhoku.com

http://www.jmrc-chugoku.gr.jp

第３戦７月 〜 日、第４戦８月９〜
日、第５戦９月６〜７日、 第６戦

月 〜 日、第 戦 月 〜 日。

各シリーズとも、詳細はＪＭＲＣ関東
ラリー部会のＨＰにてご確認ください。
http://www.kanto-rally.jmrc.jp
次に、ＪＭＲＣ関東代表者会議の開
催のお知らせです。２月 日（土）
、
ＪＡＦ関東本部ビル会議室にて、代表
者会議を開催いたします。２０１３年
度登録加盟クラブ様には、案内を郵送
いたします。
また、ＪＭＲＣ関東では、加盟登録
を受け付け中です。関東地区のＪＡＦ
公認、加盟・準加盟クラブ様、ＪＭＲ
Ｃ関東承認チーム様の加盟登録申請、
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JMRCとは？

JMRCは「JAF Motorsports Clubs Regional Conference」の略語で、ラリー、ダートトラ
イアル、ジムカーナ、レースなどのモータースポーツを楽しむ参加者、主催者を応援する
とともに、業界の発展を目指して活動を行っている組織です。北海道、東北、関東、中部、
近畿、中国、四国、九州の８地区に分かれています。

九州

恒例の九州フェスティバル
恋の浦でも大盛況！

１９８１年には、ワンメイクレース

大きな存在であると感じます。

メイクレースは欠かすことのできない

をアピールできる絶好の機会であった

ラスとしての位置づけのなかで、自身

ますので、ビッグレースのサポートク

いたレースも少なかったと記憶してい

得者も 人誕生しました。

計２１１台が参加、新規ライセンス取

会場をスピードパーク恋の浦に移して

ィバル」が開催されました。今年から

ータースポーツの祭典「九州フェステ

りました。また、恒例の各支部からの

プドライバーのデモランなど盛り上が

リフト同乗走行、のむけん＆九州トッ

者レッスンやギャラリーを乗せてのド

せていました。ドリフトでは、初中級

なり、ギャラリーを沸かせる走りを見

の先駆けとして、ホンダ・シビックに
ワンメイクレースへの参戦には、ドラ

となり、活力となり、そこで得た経験

よるワンメイクレース、
「ＦＦスーパ

でもシリーズが始まり、さらには、鈴

は、その後のレースキャリアにおいて

イバー自身も熱が入ったことでしょう。

鹿で各シリーズの代表選手を集めたシ

も、かけがえのない財産になったと思

れました。鈴鹿クラブマンレースでも、

に行けば、必ず私たちを熱くさせてく

ていくカテゴリーもあります。時代と

があれば、このようにして静かに消え

変化のなかで、生まれくるカテゴリー

時代の流れや風潮、取り巻く環境の

戦最終戦も併催し、タイトル獲得に

ダートトライアル・ジムカーナは、

カレー・唐揚げ・焼きそば」など大盛

ケータリングサービス「ちゃんこ鍋・

23

年も沖縄から 台が参加。４クラスを

奮闘していました。ジムカーナは、今

１月 日（日）は、玄海ロイヤルホ

況で早々に売り切れになるほどでした

Jr.

制する活躍を見せました。ラリーは今

九州表彰式と新年総会が開催されます。

テル（福岡県宗像市）にて、ＪＭＲＣ

19
年から林道コースを走る本格ラリーと

各地域ならではの地元情報、強豪選手、クラス分けや規定改編な
どの情報が満載の同ページを、日頃の活動のツールとしてもぜひご
活用ください。
プレイドライブの発行日である毎月１日に更新します。下のバー
に明記してあるURLからアクセスを！

います。

このホンダワンメイクレースのクラス

うまく付き合い、必要性を敏感に感じ

JMRC各地域から情報をご提供いただいているJMRC通信、最新
号のページが、プレイドライブ公式ホームページの専用ページで、
PDFにて無料閲覧していただけるようになりました。

ビック日本一決定戦のレースが行われ

を何度か組み込ませていただきました

いのかもしれません。

ながら、見極めて行かなくてはいけな

が、やはり迫力ある輝きを発するクラ
スでした。
しかし、近年は一時期の盛り上がり
に陰りが見られ、エントリー台数もピ
ーク時に比べると寂しい限りだったこ
とも事実です。理由はどうあれ、 年

らステップアップされた方は多いので

かにも、こうしたワンメイクレースか

られているレジェンドドライバーのな

今でもモーターシーンで活躍を続け

デルがレースシーンを飾っていました。

が、それでも、その時代を象徴したモ

いったワンメイクレースもありました

と思います。過去には、数年で消えて

幕を閉じるにあたり、敬意を表したい

間も続いたホンダワンメイクレースが

33

11

編集部

ました。創設から 年間、サーキット

将来のステップアップに向けての刺激

月１日（日）
、毎年恒例の九州モ

JMRC

ーシビックレース」が始まったと聞い

http://www.jmrc-kinki.net

ています。翌年には、東日本、西日本

はサーキットも多くなく、開催されて

ホンダワンメイクシリーズ
年の歴史に幕
33

現在のレースシーンにおいて、ワン

近畿

はないかと思います。特に、今ほどに

87

12

「JMRC通信」のPDFを
無料で公開しています！
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http://www.jmrc-kyushu.gr.jp

http://playdrive.jp/jmrc/

JMRC

