
Meihan Driving Lesson 2020 Grand Finals 

特別規則書 

           

           

公示           

本競技会は、一般社団法人日本自動車連盟（ＪＡＦ）公認のもと、ＦＩＡ国際モータース

ポーツ競技規則に準拠したＪＡＦ国内競技規則とその細則、スピード競技・競技開催規定

および本競技会特別規則書に従いクローズド競技として開催される        

          

           

 

1． 競技会の名称  Meihan Driving Lesson 2020 Grand Finals    

         

2． 競技種目    ジムカーナ        

    

3． 競技の格式   ＪＡＦ公認 クローズド競技      

      

4． 開催日     2020 年 11 月 15 日（日）      

      

5． 開催場所    名阪スポーツランド E コース 

           奈良県山辺郡山添村大字切幡 1343-1 

           電話 0743-87-0007      

     

6． オーガナイザー  バトレックス・レ－シングクラブ    

          

7． 参加申込（問い合せ）等       

    

 1）参加申込先  Meihan Driving Lesson 事務局 川脇 一晃  

連絡先  090-3265-2259     

      

     〒564-0023 大阪府吹田市日ノ出町 9-19 ㈱チャレンジャー内  

電話   06-6382-8171   

                   

 



 

   2）申込方法          

  下記ホームページよりリンクされた「デジエントリー」にて受付   

ホームページ： https://drl.damono.info/     

         

   3）申込期間  2020 年 10 月 15 日（木）～11 月 6 日（金） 

      ※受理書は発送しません。       

※デジエントリーは入金をもって申込み完了となります。 

    

           

   4） 参加料     各クラス 1 名 12,000 円       

   

           

   5） 参加台数    フレッシュマンクラス 最大 50 名 

             エキスパートクラス  最大 30 名      

※エントリーは先着順（デジエントリーの入金済で確定）となる 

  

           

   6） 重複参加    車両１台につき 2 名までエントリー可能    

           ※エントリーはそれぞれ必要となります。    

           

8．  参加資格   

    【フレッシュマンクラス】 

① Meihan Driving Lesson の「スポーツ走行クラス」参加経験のある方 

② 「モータースポーツ in 奈良」に参加経験のある方 

③ 「車山高原 AUTOTEST]に参加経験のある方 

④ JAF（JMRC）の公式戦に参加経験の無い方 

⑤ JAF 発行ライセンス（国内外全て）の未取得の方 

⑥ 練習会・G6 イベント等 JAF（JMRC）公式戦以外のイベント参加経験は 

あるが、成績が伸び悩んでる方 

★上記①～⑥の内、何れか 1 つでも該当する方を対象とします 

 

 

【エキスパートクラス】 

   ・フレッシュマンクラスの参加資格①～⑥に当てはまらない方 

         

https://drl.damono.info/


 

9． 参加車両  「保安基準に適合した」登録番号（ナンバープレート）付き車両 

※SUV、ミニバン、1BOX で全高 1650ｍｍ以上の車両 

及びトラックは参加不可 

 但し「軽トラ」は参加可能 

          

           

10． クラス区分   

【フレッシュマンクラス】下記の 4 クラスとする 

 ※台数によって統合する場合がある  

        ・K カークラス（全ての軽自動車 ： 駆動形式、ボディ形状は問わない）  

          ・普通車 FF クラス（前輪駆動車）      

          ・普通車 FR・4WD クラス（後輪駆動車、ミッドシップ車、四輪駆動車）  

      ・レディースクラス（女性ドライバーのみで車両は問わない） 

              

 

      【エキスパートクラス】 

      ・車両規定（タイヤ含む）は JMRC 近畿ジムカーナ車両規定に準ずる。 

・デジエントリー申込時に登録されたクラスで、ハンディキャップ制を用い

て順位を確定する 

       ハンディキャップは下記の通りとする 

      ※各クラスの詳細説明は、http://www.jmrc-kinki.net/の「申込書・規則書」 

タブの「ジムカーナ・ダートラ共通規則書/シリーズ規定」参照 

 

◎各クラス 暫定ハンディキャップ（1 ヒートあたり） 

 GT1500 クラス ・・・・・・・・・・・・・・0 秒 

       GT1586 クラス ・・・・・・・・・・・・・＋1 秒 

       B1 クラス、L クラス、GTFWD、RWD ・・＋2 秒 

       PN１、PN2、PN3 クラス ・・・・・・・・＋3 秒 

    B2、B3 クラス、GT4WD クラス ・・・・・＋4 秒 

       B4、S1 クラス  ・・・・・・・・・・・・・＋5 秒 

       PN4、S2 クラス  ・・・・・・・・・・・・＋6 秒 

       S3 クラス  ・・・・・・・・・・・・・・・＋7 秒 

                               上記のタイムを加算する。 

      ※正式には当日の公式通知で発表する 

       

http://www.jmrc-kinki.net/


 

11． タイムスケジュール （予定） 更新時には HP で提示します。    

     （ゲートオープン 6 時 20 分～）     

【フレッシュマンクラス】 

     ※（予定）と記載のある項目は、午前のイベントの進捗により変動します。 

参加受付                 6 時 30 分～7 時 30 分    

慣熟歩行（コース下見歩行）          6 時 30 分～7 時 40 分    

レッスンブリーフィング       7 時 45 分～7 時 55 分    

練習走行（1 本）         8 時 00 分～ 

講師と一緒に慣熟歩行    9 時 00 分～9 時 30 分（予定） 

レッスン走行（2 本予定）     9 時 30 分～11 時 45 分（予定） 

         お昼休み+各自で慣熟歩行     11 時 45 分～12 時 30 分（予定） 

          ブリーフィング          12 時 30 分～12 時 45 分（予定） 

     講師からアドバイス        12 時 45 分～12 時 50 分（予定） 

         第一ヒート            13 時 00 分（予定） 

     第一ヒート終了後、続けて第二ヒートスタート 

     第二ヒート            14 時 30 分（予定） 

     第二ヒート終了後 30 分後より表彰式 

 

    【エキスパートクラス】 

          ※（予定）と記載のある項目は、午前のイベントの進捗により変動します。 

     参加受付               10 時 30 分～11 時 30 分  

     車検              10 時 40 分～11 時 45 分 

慣熟歩行（コース下見歩行）      11 時 45 分～12 時 30 分  

ブリーフィング          12 時 30 分～12 時 45 分（予定） 

第一ヒート           13 時 00 分(予定) 

第一ヒート終了後、続けて第二ヒートスタート 

第二ヒート           14 時 30 分（予定） 

第二ヒート終了後 30 分後より表彰式 

         

12．  計時   

計時システムで 1/100 秒、またはストップウォッチで 1/10 秒まで計測とする 

          

13． ペナルティ      

    1）コース上のパイロンタッチ・移動は 1 個につき５秒を走行時間に加算する  

    2）コースを間違えた場合は、オフィシャルの判断でミスコース扱いとし、 



当該ヒート無効とする       

    3）その他、コース委員長、競技長の判断でペナルティーを科すことがある 

           

14． 安全規定          

   １）参加者は長袖、長ズボンを着用しサンダル等での乗車は不可とする   

   ２）競技中は、ヘルメット、グローブ、シートベルト着用のこと   

   ３）走行中は運転席側窓ガラスは全閉とする      

   ４）同乗走行は不可とする 

           

15． 保険          

   1）参加に際し、傷害保険、またこれに準ずる保険加入を推奨する。 

     ※スポーツ障害保険、JMRC 近畿個人会員は保険加入とみなします。  

   2）事故の際に自動車保険（任意保険）は適用とならない事を了承した事とする  

   3）参加者及び参加者の関係者が、施設等を壊した場合、損害賠償について主催者 

は免責とする         

           

16． 賞典  

    【フレッシュマンクラス】各クラス 1～3 位まで JAF メダルと賞品 

    【エキスパートクラス】1～3 位まで賞金      

     ※変更となる場合は、公式通知にて発表する。 

           

17． その他          

・参加者は申込みをする事で、参加者が起こした大会中の事故等について、主催者 

は一切の責任を負わない事に同意したものとする    

・諸事情により、やむを得ず中止にする場合がある。      

  その場合、主催者都合によるもの以外（天候等）については返金出来ない事と 

する           

・当日の参加受付時間に間に合わなかった場合は自動的にキャンセルしたものと 

みなします。 

但し、事前にキャンセルが判明している場合は、「staff@drl.damono.info」まで 

ご連絡をお願いします。 

   ・申込後の車両変更は、同一クラス内のみ可能とする。 

・進行を妨げる行為をした者は失格もしくは退場になる事がある   

・大会中の写真は HP 等で使用する場合がある  

・お申し込み後、主催者から連絡する場合、エントリー申請時のメールアドレスへ 

メール送付する為、「staff@drl.damono.info」からのメールを受信できるよう、お 

mailto:staff@drl.damono.info
mailto:staff@drl.damono.info


願いします。 

 

                   

18.  協賛企業（予定） 

   ・住友ゴム工業株式会社（DUNLOP） 

   ・ゴトコ・ジャパン株式会社（Gulf） 

   ・エムケーカシヤマ株式会社（ウィンマックス） 

   ・ブリッド株式会社(BRIDE) 

   ・ダイドードリンコ株式会社(DyDO) 

                      順不同 

 以上 

 


