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

す！

毎年国内各地区で開催されてきたＪ

お、ＪＭＲＣ中部チャレンジシリーズ

ただける設定で、鋭意準備中です。な

になる皆さんにもしっかり楽しんでい

デイラリーとなり、今回も初日にレッ

で行なわれます。同ラリーは昨年から

権、シロキヤラリー２０１４との併催

でチームシロキヤが主催する地方選手

ターラリーの最新情報は、ＪＭＲＣ中

た熱戦が期待されています。オールス

が増えており、シリーズ入賞を目指し

いることもあって、近年確実に参加者

リーズは、参加費が低めに抑えられて

で併催されます。この入門者向けのシ

関東

京サマーランドＡ駐車場特設会場にて、

うまくいかないバック走行や幅寄せな

てみたい方はもちろん、普段なかなか

どを楽しみながら、参加してみてはい

しながら、出口を目指していく競技。

飲み物付

○参加費用：８０００円 お昼弁当・

かがでしょうか。

所要タイムはおよそ 秒から１分ぐら

た狭いエリア内で前進・後退を繰り返

ロジカーナは、パイロンで仕切られ

催します。

モータースポーツ体験ロジカーナを開

モータースポーツの楽しみを体験し

い手袋をご用意ください。

JMRC関東埼玉支部
モータースポーツ体験

ＪＭＲＣ関東 埼玉支部では、 月

JMRC

日（日）東京都あきる野市にある東

10

北海道クラブマンカップで
今季もルーキーサポート

安価で用意されているので、レースに

初めて参加する方１回のみのサポー

出場してみたかった……という方は、

トですが、参加にかかる道具や用品が

めてレースに参加する方を暖かく迎え
ぜひ相談してみてください。あわせて

十勝スピードウエイで開催している

る「さくら眼科ルーキーサポート」を

「北海道クラブマンカップ」では、初

実施しています。他のモータースポー
Ａ級ライセンス取得サポートも、特別
北海道クラブマンカップ第４戦は、

価格で行っています。

ツ経験者でも、レース初参加ならサポ
‐
Ni

問い合わせ 十勝スピードウエイ

ＭＲＣ全国オールスターラリー。今年

第３戦も、ＳＳの本数を減らした設定

キ、翌日に競技のスタイルで実施予定

まうこともあります。その場合はその

分のタイムリミットをオーバーしてし

いですが、どつぼにハマりますと、３

○定員： 名ぐらい

必要となります。

※Ｂライセンスの申請には別途費用が

30

ートＯＫ。参加カテゴリーは

ーツレンタル込みで３万円で参加する

☎０１５５‐５２‐３９１０

月５日（日）に開催。現在受付中で

ことができます！（ガソリン代・練習

。 車両レンタル、レースエ
Vitz1000
ントリー、ヘルメット＆レーシングス

走行費用は別途）
。

は中部地区での開催となります。開催

オールスターラリー
今年は中部で開催

日は 月 〜 日（日）
、愛知県東部

です。毎回選手の視点に立ってコース

ページでも
Facebook
随時発信していきます。

部ラリー部会の
ルスターラリーとして全国からお越し

再チャレンジもＯＫです。当日のコー

に何度も走行することができますので、

回が無効となってしまいますが、一日

http://jmrc-saitama.org/
をご参照ください。

○詳細はＪＭＲＣ埼玉ホームページ：

☎︎
０４‐２９４３‐１３８８

○問い合わせ先 ロジカーナ事務局

自身では長袖・長ズボン・指先の出な

トの貸し出しも行っていますので、ご

ても心配ありません。また、ヘルメッ

Ｔ車ですので、クルマを持っていなく

使用する車両は主催者が用意するＡ

スポーツ質問コーナーなどもあります。

陣が指導。ＪＡＦ入会窓口やモーター

のルールから実戦まで、ベテラン講師

ーツ初心者向けに、モータースポーツ

す（別途費用が必要）
。モータースポ

センスを取得できる特典も付いていま

方はＪＡＦのモータースポーツＢライ

たでも参加できます。また、完走した

る方なら、競技ライセンス不要でどな

国内の自動車運転免許証を持ってい

種類を予定しています。

世間は角ばかり ③スターバックの３

スは、①これでえーんでしょ ②渡る

40

10

を丁寧に整備している主催者は、オー

16

12

北海道

中部

15

http://www.jmrc-hokkaido.org
http://www.jmrc-chubu.jp/

JMRC
JMRC
11

http://www.jmrc-kanto.org
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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。

近畿

後半戦を迎える
近畿ラリーシリーズ

まで降り続いた雨で無残に変貌してし

て整備を行ったコースは本番当日の朝

四国のてっぺんDCRラリー
台風の影響で波乱の結末

８月２日に、ＤＣＲ主催の四国のて

時点で記録的な降雨となったため、安

っぺんラリーが高知県土佐郡大川村周

点 で優勝しました。残るシリーズは

全を考慮して競技は短縮終了となりま

フェリアスとパナサスの２戦となって

Ｓが全国的にも人気のラリーです。今

まいましたが、まだ何とか走れる状態

ＳＳラリーシリーズは、５月に開催

年は西日本グラベルツアーの 戦にも

ということでスタートしました。しか

されたシンフォニーラリーから、２か

なっていました。

辺で開催されました。四国の水瓶であ

月のインターバルをおいて、キャッス

おり、熾烈なシリーズチャンプ争いが

リー」まで、計４戦が終了しました。
ルラリーが７月 ～ 日にかけて開催

し、雨あしが強まり、２ＳＳを終えた

今年の近畿地方は空梅雨気味で、例

る早明浦ダムの上流に位置する、文字

年雨に見舞われる
「きのくにラリー」
も、

されました。今年から中部・近畿地方

リコンありのクローズドＡクラスは、

レベルな争いとなりました。なお、ラ

までが一ケタ減点という、非常にハイ

入賞しました。結局総合クラスは６位

田中／小川がトータル減点６で３位に

０減点区間の差で、鍋島／森が優勝。

井がトータル減点５で上がりましたが、

な戦いを展開し、鍋島／森と平野／松

第３セクションもこの３クルーが熾烈

が減点３で上がり、ラリーをリード。

／松井、名古屋から遠征の田中／小川

～６の５つのＣＰを、鍋島／森、平野

ションで争われ、第２セクションは２

た。実質的な勝負は、第２、第３セク

らうため、１ＣＰのみの設定としまし

ントに「ラリーとは？」を体験しても

いただくとともに、初心者のエントラ

ションは地元の皆さんにラリーを見て

リーは３セクションで構成。第１セク

近畿のラリーシリーズに関する詳細

ーズタイトル争いが展開されています。

を残しており、各クラスで熾烈なシリ

ました。シリーズは神大とモアの２戦

位の武田／鈴木に大差をつけて優勝し

征組の石田／小林が全ＳＳを制し、２

した。ＤＥ‐２クラスでは、やはり遠

位には昨年優勝の岩井／丹羽が入りま

／走出に９秒差をつけて逆転優勝。３

根がセクション２でスパートし、関根

Ｓ２でバーストのため遅れた寺島／関

を保ちました。ＤＥ‐５クラスは、Ｓ

池窪／泉が入り、地元勢としての面目

にリベンジを果たして優勝。３位には

勝の宮川／北川の追撃をかわし、見事

愛媛から遠征の渡部／池田が、前戦優

台が競いました。ＤＥ‐６クラスは、

して２ループする４ＳＳ ㎞で、全

ントが発生し、結局１本の林道を往復

ンの林道が使用できなくなるアクシデ

ーでしたが、直前で予定していたメイ

毎年最も暑い時期のうえ、今年は台

その時点でほとんどの県道や高速道路

を堪能しての表彰式となりましたが、

1

風 号・ 号の接近で開催が危ぶまれ

した。その後、恒例の地元の郷土料理

良好なコンディションのもと、４クラ

通り「四国山脈のてっぺん」を走るＳ

四国

展開されそうです。

http://www.h6.dion.ne.jp/~s11/
選手権と併催になったキャッスルラリ

関東から遠征してきた関口・宮城組が

は、下記ＪＭＲＣ近畿ラリー専門部会
公式サイトで。

ントラントが集合。主催者が精魂込め

ましたが、前日の金曜日から多くのエ

を悩ませることになってしまいました。

が通行止めとなっており、選手の帰路

スピードパーク恋の浦で
全日本ジムカーナを初開催

全日本初開催のコースになりますので、

のパイロンセクションで構成されます。

が設けられ、後半がテクニカルゾーン
ジムカーナ選手権第７戦 とびうめジ

９月 ～ 日、
「２０１４年全日本
ムカーナフェスティバル 九州」が、
昨年の熊本ＨＳＲ九州から福岡県福津

初ウィナーの誕生も期待出来るかもし

２０１４年の九州ジムカーナ選手権

場無料です。玄界灘を一望でき、海風

日１５００円）中学生以下無料・駐車

入場料は、前売り券１２００円（当

れません。

及び シリーズは、すべてこのスピー

しての初開催となります。

市のスピードパーク恋の浦に舞台を移

in

20

全日本ナビの貫録を見せつけて総減点
で優勝。ラリコンなしのクローズド

12

19

一のナイトラリーである「きのくにラ

40

ス 台のエントリーを集めました。ラ

～ 日にかけて行われた、シリーズ唯

アベレージラリーシリーズは、７月

も、後半戦へとさしかかってきました。

８月を迎え、近畿のラリーシリーズ

JMRC
Ｂクラスは、常連の杉谷／武田が総減

美しい玄界灘を望むジムカーナコース

ドパーク恋の浦にて開催されています。

ひお越しください。

全日本ジムカーナ選手権第７戦に、ぜ

の気持ちいい
「スピードパーク恋の浦」

初代ウィナーは誰の手に！

は、前半がアップダウンのある中低速
で新設のショートカット２本のコース

89

12

JMRC

九州
14

26

11

13

JMRC
Jr
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http://www.jmrc-shikoku.gr.jp

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