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公示 

2016年ＪＡＦ九州ラリー選手権第６戦「グラベルマインドラリー２０１６in唐津」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ＦＩＡ国際モータースポーツ競技規則

およびその付則に準拠した日本自動車連盟(ＪＡＦ)の国内競技規則およびその付則、2016年日本ラ

リー選手権規定、ラリー競技開催規定およびＪＭＲＣ九州ラリー統一規則、本競技会特別規則に従

い準国内競技として開催される。 

 

第１条 プログラム 

アイテム            日時              場所 

参加申込の開始 8月10日（月）10:00～ 大会事務局 

参加申込の締切 9月10日（土）   ～20:00 大会事務局            

 

サービスパークオープン 9月17日（土）12:00 東港埠頭 

ラリーＨＱの開設時間 9月17日（土）12:00～20:00 二タ子３丁目倉庫 

                               9月18日（日）04:30～17:00       二タ子３丁目倉庫 

公式掲示板設置時間 9月17日（土）12:00～20:00 二タ子３丁目倉庫 

                9月18日（日）04:30～17:00       二タ子３丁目倉庫      

 

参加受付Ａ  9月17日（土）13:30～14:30 二タ子３丁目倉庫 

ロードブック発行Ａ  9月17日（土）13:30～14:30 二タ子３丁目倉庫 

公式車両検査Ａ         9月17日（土）14:00～15:15 二タ子３丁目倉庫 

レッキＡ            9月17日（土）15:15～19:00       （２回走行）             

 

参加受付Ｂ               9月18日（日）04:50～05:00      唐津IC「ほっともっと唐津」 

ロードブック発行Ｂ             9月18日（日）04:50～05:00      唐津IC「ほっともっと唐津」 

レッキＢ            9月18日（日）05:00～06:45      （１回走行） 

公式車両検査Ｂ         9月18日（日）06:45～07:00       二タ子３丁目倉庫 

サービス受付 9月18日（日）07:00～ 二タ子３丁目倉庫 

第１回審査委員会 9月18日（日）06:45～ 二タ子３丁目倉庫 

ドライバーズブリーフィング 9月18日（日）07:15～ 二タ子３丁目倉庫 

スタート 9月18日（日）07:40～ サービスパーク 

フィニッシュ 9月18日（日）14:28(予定) サービスパーク 

暫定結果発表                  9月18日（日）16:00(予定)        公式掲示板 

表彰式    9月18日（日）16:30(予定) 二タ子３丁目倉庫      
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第２条 競技会の名称 

2016年ＪＡＦ九州ラリー選手権第６戦 

2016年ＪＭＲＣ九州ラリーチャンピオンシリーズ第６戦 

「グラベルマインドラリー２０１６ｉｎ唐津」 

第３条 競技の格式 

ＪＡＦ公認：準国内競技 ＪＡＦ公認番号 ２０１６年５０３２号 

第４条 競技種目 

ラリー競技開催規定の付則「スペシャルステージラリー開催規定」に従った 

スペシャルステージラリー 

第５条 開催日程および開催場所 

日       程：２０１６年９月１７日(土)～９月１８日(日)の２日間 

場       所：佐賀県唐津市周辺 

ラリースタート  ：佐賀県唐津市二夕子３－２１５（プロムナード） 

ラリーフィニッシュ：佐賀県唐津市二夕子３－２１５（プロムナード） 

第６条 競技会本部（ＨＱ）及び、サービスパーク 

所在地 ：佐賀県唐津市二夕子（ふたご）３－２１５ 

名称  ：ＨＱ・二タ子３丁目倉庫 サービスパーク・東港埠頭 

電話番号：０９０－８４１２－３５４９ 

開設日時： ９月１７日（土）１２：００～２０：００ 

      ９月１８日（日）０４：３０～１７：００ 

      レイアウト図は、付則３に記載する。 

第７条 コース概要 

スペシャルステージの路面  ：ターマック 

総走行距離         ：１８３,６６㎞ 

スペシャルステージの総距離 ： ３９,６６㎞ 

スペシャルステージの数   ：６本 

デイ、セクションの数    ：デイ１、セクション２ 

第８条 オーガナイザー 

名称 ：グラベルモータースポーツクラブ（ＧＲＡＶＥＬ） 

所在地：〒811-3512 福岡県宗像市鐘崎６４７ 

代表者：七田 定明 

ＵＲＬ：http://ww21.tiki.ne.jp/~gravel-msc/ 

第９条 組織 

 9.1  大会役員 

大 会 名 誉 会 長        坂井 俊之（唐津市市長） 

大 会 会 長    栗田 義典（ＧＲＡＶＥＬ顧問） 

大会実行委員長       青木 茂 （唐津市議会議員） 

大 会 実 行 委 員        井上 常憲（佐賀県議会議員） 
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 9.2  大会組織委員会 

組 織 委 員 長        七田 定明（ＧＲＡＶＥＬ） 

組 織 委 員        平田 満明（ＧＲＡＶＥＬ） 

組 織 委 員        牟田 昭人（ＭＳＣ伊万里） 

 9.3  競技会主要役員 

（1）競技会審査委員会 

競技会審査委員長    中村 善浩（ＪＭＲＣ九州派遣） 

競技会審査委員    佐々木 裕（組織委員会任命） 

  （2）競技役員 

競 技 長        加納 崇一 

副 競 技 長        平田 満明 

コ ー ス 委 員 長        西辻 匡教 

計 時 委 員 長        倉下 慎一 

技 術 委 員 長        平田 浩一 

救 急 委 員 長        平田 満明 

大 会 医 師 団        吉田 恵助 

事 務 局 長        市山 智博 

第10条 参加申込受付期間 

 10.1  受付開始 

２０１６年８月１０日（月） １０：００ 

 10.2  受付締切 

２０１６年９月１０日（土） ２０：００ 

第11条 参加申込および問い合わせ先（大会事務局） 

 11.1  グラベルマインドラリー 大会事務局 

住所 ：〒811-3512 福岡県宗像市鐘崎６４７ 

担当者：七田 定明（携帯０９０－８４１２－３５４９） 

Ｔｅｌ：０９４０－６２－１０１８ 

Ｆａｘ：０９４０－６２－１０１８ 

E-mail：gravel-msc@vp.tiki.ne.jp 

11.2  提出書類 

１．参加申込書（ＪＭＲＣ九州統一申込書） 

２．車両申告書（ＪＭＲＣ九州統一申込書） 

３．サービス申込書 

４．レッキ申請書 

５．ドライバー及びコ・ドライバーのライセンス写し 

６．ドライバー及びコ・ドライバーの運転免許証写し 

７．自動車検査証の写し 

所定の用紙に必要事項を記入し、それぞれ署名捺印の上、以下の参加料を添えて

参加受付期間内に上記までに申し込むこと。 
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11.3  エントリー料金 

・選手権クラス        ４２,０００円（レッキ料を含む） 

・チャレンジ、オープンクラス ３２,０００円（レッキ料を含む） 

・サービス登録料     ２,０００円（サービスカー１台） 

・サービス員登録料        無料 

 11.4  その他 

・参加申込締切り後の車両、乗員変更の場合は、2,000円の手数料を必要とする。 

・国内競技規則４－１９による参加拒否の場合の参加料は、2,000円の手数料を差

し引き返還される。 

・全参加者の宿泊は各自手配のこと。（公式ホームページに宿泊案内を公開する） 

・銀行振込は認められる、その場合は事務局に問い合わせること。 

第12条 保険 

対人賠償保険及び、JMRC九州共済ラリー特約（競技保険加入者は免除される）、

ならびに搭乗者保険１,０００万円以上（または共済等）に加入していること。 

第13条 音量規制 

本競技会に参加できる車両のマフラーの交換は認める。 

但し、音量は９５ｄｂ以下とする。 

第14条 参加台数 

本競技会の総参加台数６０台までとする。 

第15条 レッキの実施方法 

 15.1  参加受付日時 

参加受付Ａ：２０１６年９月１７日（土） １３：３０～１４：３０ 

参加受付Ｂ：２０１６年９月１８日（日） ０４：５０～０５：００ 

15.2 参加受付場所 

参加受付Ａ：佐賀県唐津市二夕子３－２１５ ＨＱ・二タ子３丁目倉庫 

参加受付Ｂ：佐賀県唐津市 西九州自動車道路  

唐津インターチェンジ出口「ほっともっと唐津店」 

15.3  スケジュール 

レッキのスケジュールは、付則２に記載する。 

15.4  レッキ用ゼッケン 

レッキの間、車両はゼッケンを貼付しなければならない。 

15.5  ルート 

レッキＡは各ＳＳを２回走行できる。但し、同じ区間を重複使用するＳＳは１ヶ

所で２回の走行とする。 

レッキＢは、重複使用するＳＳを含み、１回のみの走行とする。 

 15.6  遵守事項 

レッキの間、競技者は交通法規を遵守し、いかなる場合にも他の道路使用者の安

全と権利を尊重しなければならない。 

 15.7  報告 

レッキ中のいかなる違反も大会審査委員会に報告される。 
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第16条 参加車両 

本競技会に参加できる車両は、選手権クラスについては、ＪＡＦ国内車両規則第

２編ラリー車両規定に定められるＲＮ、ＲＪ、ＲＲ、ＲＦ、ＲＰＮ，ＡＥ車両 及

び、ＪＭＲＣ九州ラリー統一規則の通りとする。 

ＲＨ１ クラス:気筒容積1586㏄以下の２輪駆動のＲＰＮ車両及び、ＡＥ車両 

ＲＨ２ クラス:気筒容積1500㏄を含み1500㏄以下の車両 

ＲＨ３ クラス:気筒容積1586㏄を超える２輪駆動のＲＰＮ車両 

ＲＨ４ クラス:気筒容積1500ccを超え3000ccを含み3000cc以下の車両 

ＲＨ５ クラス:気筒容積区分なしの４輪駆動車のＲＰＮ車両 

ＲＨ６ クラス:気筒容積3000ccを超える車両 

第17条 タイヤ 

一般ラジアルタイヤとし、通称Ｓタイヤの使用は禁止する。 

第18条 ＴＣ０スタート順 

    ＴＣ０スタートはカーナンバーの通りとする。 

第19条 タイムコントロール 

 19.1  公式時刻 

日本標準時を基準とした競技会計時委員の時計による。 

 19.2  デイ最終のタイムコントロール 

デイの最終のタイムコントロール（その直前にサービスパークがある場合はその

出口のコントロール）については、早着ペナルティーの対象としない。 

第20条 スペシャルステージ（ＳＳ） 

 20.1  計測 

印字機能を持つクロノメーターにて１／１０秒まで計測する。 

 20.2  スタート 

直前のＴＣ通過順に１分間隔とする。 

 20.3  スタート合図 

スペシャルステージのスタート合図は、ラリー競技開催規定付則：スペシャルス

テージラリー開催規定第２５条６に従って行う。（付則４）にあるカウントダウン

システムを使用する。また、このシステムに同期したフライングチェックシステ

ムを使用する。 

第21条 整備作業 

 21.1  監督役員 

9.3(2)に記載されている。技術委員長または副技術委員長が監督を行う。 

 21.2  整備作業の場所 

佐賀県唐津市二タ子３―２１５ サービスパーク・東港臨時駐車場 

 21.3  サービスカー 

第11条に従って登録されたサービスカーに対し通行証等が配布され、登録された

車両以外は、サービスパークへ駐車することが出来ない。 
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21.4  整備作業の報告 

技術委員長の許可を必要としない整備作業については、作業前に申告の必要は無

いが作業後にロードブックに綴じ込まれた申告書を技術委員長へ提出すること。 

第22条 賞典 

ＲＨ－１ ：１～３位 ＪＡＦメダル・副賞、４～６位 副賞 

ＲＨ－２ ：１～３位 ＪＡＦメダル・副賞、４～６位 副賞 

ＲＨ－３ ：１～３位 ＪＡＦメダル・副賞、４～６位 副賞 

ＲＨ－４ ：１～３位 ＪＡＦメダル・副賞、４～６位 副賞 

ＲＨ－５ ：１～３位 ＪＡＦメダル・副賞、４～６位 副賞 

ＲＨ－６ ：１～３位 ＪＡＦメダル・副賞、４～６位 副賞 

尚、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の

制限をする。この場合の正式な賞典内容は、公式通知にて告知される。 

第23条 選手権外併設クラス 

23.1   参加車両 

  １）チャレンジクラス ：選手権参加車両に加えて、ＪＡＦ国内競技車両規則第２編

ラリー車両規定に従ったＲＮ、ＲＪ、ＲＦ、ＲＲ、ＲＰＮ、ＡＥ車両 及び、Ｊ

ＡＦ登録車両で2002年12月31日以前に運輸支局等に初度登録され、かつ2002年

ＪＡＦ国内競技車両規則第３編ラリー車両規定に従った車両（ＲＢ車両）のう

ち、６点式以上のロールバーを装着した車両とする。 

  ２）オープンクラス   ：上記車両に加えてＦＩＡ公認車両を追加する。 

 23.2  タイヤ  

  １）チャレンジクラス  ：通称Ｓタイヤの使用を禁止する。 

  ２）オープンクラス   ：通称Ｓタイヤの使用を認める。 

 23.3  クラス区分 

１）チャレンジクラス ：チャレンジ １クラス ：気筒容積区分無の２輪駆動の車両 

：チャレンジ ２クラス ：気筒容積区分無の４輪駆動の車両 

  ２）オープンクラス  ：オープン   １クラス ：気筒容積区分無の２輪駆動の車両 

  ：オープン   ２クラス ：気筒容積区分無の４輪駆動の車両 

23.4  賞典 

オープン・チャレンジ各クラス ：１～６位 副賞 

上記、各クラス参加台数の３０％を下回らない範囲で賞典の制限をする。 

この場合の正式な賞典内容は、公式通知にて告知される。 

23.5  その他 

上記以外の事項は、本特別規則第１条から第２１条に従うこと。 

第24条 全参加者へ 

   ＊１７日の飲酒は早めに終えて、１８日の競技に備えて下さい。 

   ＊１８日のドライバーズブリーフィング時にアルコールチェックを行います。 

＊１７日より大会本部を仮眠場所として解放します、寝袋等は各自で用意して下

さい。 

グラベルマインドラリー２０１６in唐津 大会組織委員会 
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付則１ 

アイテナリー 

 
＊このアイテナリーは６０台参加の場合で、参加台数により変更されますのでご注意下さい。 

 

 

付則２ 

レッキスケジュール 

 

レッキＡ １７日(ＳＳオープン時間) 

 ・１５時１５分～陣の山左  １回目   ・１６時０５分～２回目 

 ・１６時４０分～陣の山右  １回目   ・１７時００分～２回目 

・１７時４０分～古窯    １回目   ・１８時２０分～２回目 

   尚、各ＳＳオープンからクローズまでは２０分間とする。 

  

レッキＢ １８日(ＳＳオープン時間) 

 ・５時２５分～陣の山左、右 １回目 

・６時０５分～古窯     １回目 

   尚、各ＳＳオープンからクローズまでは５分間とする。 

TC SS Liaison Total Target FirstCar
SS dist dist dist time due

TC０ サービスパーク 07:40
TC１ 大野 14.25  14.25  0:35 08:15
SS１ 陣の山左　１ 8.16  08:18
TC２ 稗田 21.42  29.58  0:50 09:08
SS２ 古窯　１ 3.86  09:11
TC３ 大野 8.35  12.21  0:25 09:36
SS３ 陣の山右　１ 7.81  09:39

Refuel　１ (10.15) (17.96) 
Totals to Refuel (19.83) (54.17) (74.00) 

TC３A Regroup In 27.98 35.79 1:05 10:44
TC３B Service  In (19.83) (72.00) (91.83) 0:10 10:54
TC３Ｃ Service Out 0:30 11:24
TC４ 大野 14.25  14.25  0:35 11:59
SS４ 陣の山左　２ 8.16 12:02
TC５ 稗田 21.42 29.58 0:50 12:52
SS５ 古窯　２ 3.86  12:55
TC６ 大野 8.35  12.21  0:25 13:20
SS６ 陣の山右　２ 7.81  13:23
TC６Ａ Parcferme In 27.98  35.79  1:05 14:28

Day Total 39.66  144.00  183.66  
2016/7/15 ver１

ｸﾞﾗﾍﾞﾙﾏｲﾝﾄﾞﾗﾘ-2016 in 唐津　ITINERARY 

Location

Section 1
Section 2
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付則３ 

ＨＱレイアウト、サービスパークのレイアウト 

通路 通路 通路

　　パルクフェルメエリア
入口

リグループエリア

ＨＱ大会本部

審査委員会室

技術本部

計時室

受付

公式掲示板

 

 

 

各施設は以下の通り。 

サービスパーク 

大会本部（ＨＱ） 

審査委員会室 

関係者駐車場 

サービスパーク 

大会本部（ＨＱ） 

スタート・フィニシュ 

（プロムナード） 
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付則４ 

スタートシグナルシーケンス及び手順 

 

このシステムが故障した場合は、クルーに十分聞こえる声で３０秒―１５秒―１０秒― 

５秒―４秒―３秒―２秒―１秒の順にカウントダウンする。 
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付則５ 

ゼッケンおよび広告 

ゼッケン           ：左右ドア及びボンネットの計３枚 

ＪＡＦ公認ラリー競技会之証  ：左リアウィンドウ 

 

 

 

 

付則６ 

スペシャルステージ 

 

ラリー競技開催規定付則：スペシャルステージラリー開催規定に従う。 

 

 


