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１．公 示 

本競技会は、一般社団法人日本自動車連盟(以下「JAF」という)の、JAF 国内競技規則とその付則、ラリー競技開催 

規定に準拠し、並びに本特別規則に従って開催する。 

尚、本競技会は、交通法規の遵守と安全運転を基本理念として尊法精神、および交通道徳の養成、安全運転の修得を

目的として開催されるもので、交通事故はもとより法規違反も絶対許されない。 
 
 

２．プログラム 

２０１６年 ７月０１日（金） 12：00～ エントリー受付開始   

     

 ８月３１日（水） 21：00 エントリー締め切り  

     

 １０月２４日（月） 12：00 エントリーリスト発表 http://www.accr-japan.com 

     

 １０月２８日（金） 09：00～ スタート 東京赤坂アークヒルズ、カラヤン広場 

  12：00 集合・昼食 サ イ ク ル ス ポ ー ツ セ ン タ ー 

  12：30～13：30 ブリーフィング・講習 ↑ 

  13：30～14：00 レッキ  

  14：00～16：00 タイムトライアイル ↑ 

  16:00～ 嬬恋へ移動 ホ テ ル グリ ー ン プ ラ ザ 軽 井 沢 

 １０月２９日（土） 08：00～09：30 車両検査・装備品確認 ↑ 

  09：30～ レッキ コ ー ス 各 所 

  12：00～ DAY1 ec１ スタート ホ テ ル グリ ー ン プ ラ ザ 軽 井 沢 

  15：39～ サービス IN ↑ 

  16：14～ DAY1 ec２ スタート ↑ 

  18：18 予定 DAY1 ec２ フィニッシュ ↑ 

 １０月３０日（日） 08：30～ DAY2 ec３ スタート ↑ 

  12：57～ ラリーフィニッシュ ↑ 

  14：00 暫定結果発表 WEB 

  16：00～ 表彰式 東 京 赤 坂 ア ー ク ヒ ル ズ カ フ ェ 

  18：00 解散 ↑ 
 
 

３．概要 
  

３．１ 競技会の名称  

ALPINE CLA IC CA  ALLY 2016 

３．２ 競技会の種目 

四輪クラッシック自動車によるスペシャルステージラリー 

３．３ オーガナイザー 

〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-35-11 代官山タワー #206  

株式会社 ダブリューズカンパニー 内  （ALPINE CLA IC CA  ALLY 事務局） 

EL  03-5728-7330  FAX 03-5728-7329 

ウエブサイト： http://www.accr-japan.com     Eメール： info@accr-japan.com  

 

３．４ 開催日及び開催場所 

開 催 日 ： ２０１６ 年 １０ 月 ２８ 日（金曜日）～ ３０ 日（日曜日） 

集合時間 ： 10月28日（金） 午前７時００分   

集合場所 ： アークヒルズカフェ 

         ※詳細は公式ホームページ http://www.accr-japan.com に掲載する。 
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    ・コース概要 

         開催場所１ 群馬県利根郡みなかみ町 サイクルスポーツセンター（講習・タイムトラアイルを実施） 

開催場所２ 群馬県吾妻郡嬬恋村内  スペシャルステージラリーを実施  総距離 約２３０ｋｍ 

 スペシャルステージの路面   ターマック路面 

 総走行距離 ： 約２３０ｋｍ 内 スペシャルステージの総距離 約３０．１ｋｍ  

 ・２DAY ラリー   ・セクションの数 ３セクション   ・スペシャルステージの数 １１ ＳＳを予定 

    ・ラリー競技会本部(ラリーヘッドクオーター（Ｈ．Ｑ）) 

群馬県嬬恋村 ホテルグリーンプラザ軽井沢 プリンセスコート館１F 

開設日時 ２０１６年１０月２８日（金） １７：００～ １０月３０日（日）１３：００  

 

４．組織 
 

４．１大会役員 OFFICER （予定） 

・ 大 会 会 長  熊川 栄 ( 嬬 恋 村 長 ）   

・ 大 会 組 織 委 員 長  新 井 敏 弘  

・大会組織副委員長  入川ひでと  

・大会組織委員  井 関 純 夫    
 

４．２ 競技役員 COMPETITION OFFICER（予定） 

・ 競 技 長  高 桑  春 雄  ・ 副 競 技 長 西 窪  良 行    

・ コ ー ス 委 員 長  鈴 木  博  ・副コース委員長 佐 々 木 喜 隆  山 内  賢 一  

・ 計 時 委 員 長  山口  昌也  ・副計時委員長 正 谷  肇 也    

・ 技 術 委 員 長  並 木  衛  ・副 技 術 委 員 長 織 原  敏 明    

・ 救 急 委 員 長  高 橋  宏 史       

・ 救 命 士  塩 原  英 俊       

・ 事 務 局 長  清 水  宗 己       

 

５．参加申込 
 

    アルペンクラッシックカーラリー2016 参加募集要項に準ずる。 
  
６．保険 
 
    アルペンクラッシックカーラリー2016 参加募集要項に準ずる。 

 

７．音量規制 
 

    本競技会に参加できる車両のマフラー（消音器の触媒コンバーター以降）は車検（国土交通省が行う自動車検 

査登録制度）に合格時装着されていた物を使用すること。 

 

８．参加車両 
 

    アルペンクラッシックカーラリー2016 参加車両規定・概略に準ずる。 

    但し、オープンカーは必ず6点式以上のロールゲージが装着されており、乗員がヘルメットを被った状態で、上部 

に十分なクリアランスが確保されていること。 

その他、公式車両検査で参加車両が十分に安全を確保されている車両であることに重点をおいて、技術員が検 

査を行う。 （重点検査項目 ： ロールゲージ、シートベルト（4点式以上）およびシートの取り付け状態 （グラツキ 

が無いこと）確実に取り付けられているか。 
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９．クルー 安全装備 
 

９．１ クルーが着用するも  

ラリー競技に参加するクルー 装備品に従ったヘルメットおよびレーシングスーツが望ましいが、肌が露出 

しない衣服を着用すること。 

９．２ 競技車両に搭載するも  

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、消火器（２ｋｇ以上） 

A３版  ”OK“ ”SOS“ カードで、前記記載 搭載品 必ず車内 取出しやすい位置に設置されていること。 

また、頭部および頸部 保護装置（FHRシステム、HANS等） 装着を推奨する。 

 

１０．レッキ 実施方法 

 

10．1 １０月２９日オーガナイザー コントロール 下、行われる。 

10．2 レッキスケジュールおよびレッキルート レッキ用ロードブックに記載する。 

10．3 競技車両を使用して レッキを認めるが、交通法規を厳守し、民家 有る場所で 騒音を立てないよう 

    十分配慮し行なうこと。 

10．4 ラリーに使用されるコース 、競技会開催日４ヶ月前から走行を禁止する。（自転車及び二輪車も含まれる。） 

10．5 レッキ中 オーガナイザー すべて 指示に従わなけれ ならない。なお、これに従わなかった場合 ペナル 

    ティー 対象となる場合がある。 

 

１１．参加確認 
 

11．1 １０月２８日（金） １２：００より サイクルスポーツセンターにて行われる 

11．2 署名捺印された誓約書 原本及び下記 書類を参加確認受付時に提示及び提出すること 

クルー 自動車運転免許証 ・自動車検査証 ・自動車損害賠償責任保険証 ・ラリー競技に有効な自動車 

保険証券 
 

１２．クルー及び参加車両 変更 

 

12．1 正式受理後 クルー 変更 認められない。ただし、コ・ドライバーおよび参加車両について 、参加者から 

理由を付した文書が提出され、主催者が認めた場合 こ 限りで ない。 

12．2 参加クラス変更を伴う参加車両 変更 認められない。 

 

１３．公式車両検査（車検） 

※今回 公式車両検査を行わないが、一般公道を使用する競技 ため、車両整備を確実に行い参加 こと。 

13．1 全て 参加車両 オーガナイザー 指定した車検エリアにおいて車検を受けなけれ ならない。 

13．2 規定 時間内に車検に合格しない競技車両 、スタートできない。但し、技術委員長が修復時間を与える場 

合がある。 

13．3 上記13.2）において、修復時間内に修復し、再車検に合格した場合 スタートすることが出来る。 

13．4 競技中であっても競技長また 技術委員長が必要と認めたとき 、再車検を行う場合がある。 

13．5 クルー 競技会期間中、常に各自 競技車両 適合性について責任を持つも とする。 

 

１４．公式通知及びドライバーズブリーフィング 
 

14．1 本規則書に記載されていない競技運営に関する規則及び指示 、公式通知によって示される。 

公式通知 ラリーHQに設置された公式通知掲示板に掲示される。また、状況によって クルーに直接伝達 

する場合もある。 

14．2 参加者及びクルー １０月２８日（金）１２：３０～ ドライバーズブリーフィングに出席しなけれ ならない。 
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１５．タイヤ交換 

 

15．1 タイヤ交換はサービスパーク以外で行ってはならない。但し、クルー自らが車載の道具類のみを使用して車載 

のスペアタイヤと交換する場合はこの限りではない。(コントロールエリアおよびパルクフェルメは除く)。 

15．2 外したタイヤは必ず競技車両に積んで持ち帰ること。 

15．3 タイヤ交換に関する違反があった場合、競技長に報告される。 

 

１６．スタート 
 

16．1 スタートリストのスタート時刻に基づいて、１０月２９日（土）１１：００より、TC ０を１分間隔で順次スタートする。 

TC ０のスタートエリアでは選手紹介などスタートセレモニーを行う場合がある。 

16．2 クルー側の原因でスタート地点への到着が目標スタート時刻より遅れた場合、１分につき１０秒のタイムペナル 

ティが課せられる。３０分を超える遅着はスタートを認められない。１分以上３０分以内の遅着の場合、クルーは 

実際のスタート時刻の記入を受けてスタートする。 

16．3 各クルーのスタート時刻の発表はラリーＨＱ掲示板にて行なう。 

16．4 全てのクルーは１分間隔でのスタートとする。但し途中にセレモニースタートを含む場合スタートゲートで紹介を 

受けた後、旗や信号の合図に従い移動を開始すること。 

 

１７．公式時計 
 

    計時に使用する時計は、日本標準時を基準とした計時委員の時計による。 

 

１８．コントロールのスタート時刻 
 

18．1 ロードセクションのスタート時刻 

18.1.1 スペシャルステージがロードセクションに含まれる場合は、スペシャルステージのスタート時刻をロードセク 

ションのスタート時刻とする。 

18.1.2 次のロードセクションがスペシャルステージを伴わない場合、タイムカードに記入されたチェックイン時刻が 

そのまま次のロードセクションのスタート時刻となる。 

18．2 ＴＣの次にスペシャルステージのスタートが続く場合は下記の手順が適用される。 

18.2.1 当該ＴＣとスペシャルステージのスタートコントロールは同一のコントロールエリアに含まれるものとし、標識 

は下記の通り示す。 

―黄色地のＴＣ予告標識    

―約２５ｍ先に赤色地のＴＣ標識 

―約２００ｍ先に赤色地に閉じた旗のスペシャルステージスタート標識 

―約２５ｍ先に黄色地に３本斜線のコントロールエリア終了標識 

18.2.2 当該ＴＣにおいては、チェックイン時刻に加えて、続くスペシャルステージのスタート予定時刻も同時に記入 

される。このスタート予定時刻は原則としてチェックイン時刻の３分後とする。 

18.2.3 その後、クルーは速やかにスペシャルステージのスタートコントロールへ移動する。スタートコントロールの 

競技役員は、スペシャルステージの実際のスタート時刻を記入する。その後、スペシャルステージスタート 

手順に従ってスタートさせる。 

18.2.4 スペシャルステージ直前のＴＣに、２組以上のクルーが同じ分にチェックインした場合は、当該ＴＣへの到着順 

に従ってスペシャルステージのスタート予定時刻を与える。 

18.2.5 スペシャルステージフィニッシュ後、クルーはストップポイントにてフィニッシュライン通過時刻の記入を受ける。 
 

１９．最終タイムコントロール 
 

DAYの最終ＴＣは、タイムペナルティを課すことなく目標時刻より前にチェックインできる。 
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１９．コントロールに関する失格規定 

 

19．1 クルー 指示された順序に従って、かつ競技ルート 進行方向でチェックインすることを義務付けられ、違反し 

た場合 失格となる。 

19．2 下記 場合、当該クルー 失格となる。そ 場合、該当クルーに速やかに通知される。 

19.2.1 各ＴＣ 目標チェックイン時刻に対し１５分を超えて遅着した場合。 

19.2.2 各セクションもしく 各レグ いずれか 終了時点において、ロードセクション 遅着合計が３０分を超えた 

場合。 

19．3 いかなる場合も遅着時間と早着時間と 差し引き 行われず、それぞれが独立してタイムペナルティ 対象と 

なる。従って、遅着時間 合計に 早着時間 含まれない。 

19．4 競技長 判断であれ 失格となる基準時間を増やすことができる。そ 場合、該当するクルーに 速やかに 

通知される。 
 

２０．スペシャルステージ 
 

20．1 スペシャルステージ区間 計時 １０分 １秒単位で行われる。 

20．2 スペシャルステージ内で ヘルメット及び安全ベルト着用が義務づけられる。 

20．3 クルーがスペシャルステージを逆走すること 禁止される。 

20．4 スペシャルステージ スタート 、スタンディングスタートとする。参加車両 エンジン かかった状態でスタート 

ライン上に停止し、スタート 合図を受ける。合図が出されてから２０秒以内にスタートできない車両 失格とな 

り、当該車両 安全な場所へ速やかに移動される。 

20．5 スペシャルステージ スタート 

20.5.1 スタートコントロール 競技役員 、クルーから提出されたタイムカードに当該参加車両 スタート時刻を記 

入し、これをクルーに戻す。そ 後、３０秒―１５秒―１０秒―５秒―４ 秒―３秒―２秒―１秒 順にカウントダ 

ウンする。これを電気式 カウントダウン表示装置に置き換える場合もある。こ 場合、フライング検知装置と 

連動される。こ 装置 スタート位置 クルーから っきりと見える場所に設置される。 

20.5.2 カウントダウンが終了した瞬間に、スタート 合図が出される。参加車両 これに従って速やかにスタートしな 

けれ ならない。 

20．6 スペシャルステージ スタート 、不可抗力が生じた場合担当競技役員によって み遅らせることができる。 

20．7 クルーまた 参加車両に起因して自己 スタートが遅れた場合、担当競技役員によって新たな時刻が記入され 

るが、１分につき１分 タイムペナルティが課される。 

20．8 反則スタートを行った場合(スタート 合図よりも先に参加車両が前進した場合)、そ 行為 ただちに競技長に

報告され、下記 タイムペナルティが課される。 

・最初 違反：１０秒   ・２回目 違反：１分   ・３回目 違反：３分 

上記を超える違反 、必要な場合にタイムペナルティを重くすることができる。 

20．9 スペシャルステージ フィニッシュ フライングフィニッシュとする。黄色地 予告標識から停止標識" OP"ま 

で 間 停車が禁止される。計時を行う競技役員 フニッシュライン(赤色地にチェッカーフラッグ 図柄 標 

識で示される計時基準線) 延長線上に配置され、参加車両 先端が横切った瞬間を計時する。 

20.10. スペシャルステージ スタートにおいて、指示されたスタート時刻又 スタート位置に従わないクルー 、競技 

競技長に報告される。 

20.11 フィニッシュライン通過後、参加車両 ストップポイントまで進み、タイムカードにフィニッシュライン通過時刻 

(時、分、秒、１０分 １秒) 記入を受ける。 

20.12 スペシャルステージ 黄旗表示 

20.12.1 スペシャルステージ内で何らか アクシデントが発生した場合、競技長 指示によりスタートからアクシ 

デントが発生した場所 手前 全て ラジオポイントにて黄旗が提示される。 

20.12.2 クルー 、黄旗を確認したら直ちに減速し、安全な速度にてストップまで移動すること。また、競技役員 

指示に 必ず従うこと。 こ 規則に違反した場合、ペナルティーが課される。 

20.12.3 スペシャルステージ内にて黄旗以外 旗が提示されること ない。 
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20.12.4 スペシャルステージ内にて黄旗が提示されたクルーに 、競技長により適正だと判断されたタイムを与える。 

20.13 スペシャルステージにおいてクルー 過失により時刻 記入が行えない場合 、下記 罰則が課される。 

20.13.1 スタートにおける場合：失格 

20.13.2 ストップポイントにおける場合：５分 タイムペナルティ 

20.14 スペシャルステージ 中断等による処置 

20.14.1 何らか 理由により、全参加車両が走行を完了する前にスペシャルステージが中断された場合また  

ポストで 黄旗 提示があった場合、競技会審査委員会 承認を得て、下記 方法により当該スペシ 

ャルステージを成立させる。 

中断によって影響を受けた全て 参加車両および黄旗 提示を受けた車両に対し、中断前に当該クラス 

で記録されたタイム 中でもっとも適正と思われるタイムを一律に与える。 

20.14.2 何らか 理由により、全参加車両が走行を完了する前にスペシャルステージが中断され、競技長 決定に 

より当該スペシャルステージが不成立となった場合 全クルーに対し公式通知により速やかに通知される。 

20.14.3 何らか 理由により、全参加車両が走行を完了したスペシャルステージ 計時結果を取り消す場合 、競 

技長 判断により、全クルーに対し公式通知により速やかに通知される。 

20.14.4 スペシャルステージで前走車 トラブルなどによりタイム計測が出来なかった場合、該当クルーと競技長と 

協議により救済タイムを与える場合がある。 
 

２１．競技クルー 安全 
 

21．1 競技クルー 安全 

21.1.1 スペシャルステージで参加車両がやむを得ず停車した場合、クルー そ 場所から少なくとも５０ｍ手前  

目立つ場所に反射式 三角表示板を配置し、後続車両に適切な合図を行わなけれ ならない。なお車両が 

コース上にない場合も三角表示板を配置しなけれ ならない。 

こ 規則に従わないクルー ペナルティが課される。 

21.1.2 参加車両に 、片面に赤字で「ＳＯＳ」、もう片面に 緑字で「ＯＫ」と書かれたＡ３判 カードが搭載されてお 

り、救急医療措置が不要な場合もしく 消火が必要ない場合 、「ＯＫ」を少なくとも３台 後続車両に明瞭に 

提示すること。また他に援助を行おうとしている者(ヘリコプター等)があれ 、それらに対しても同様に提示す 

ること。停車車両がコース上 場合 、状況に応じて停車状態をボディアクション等で後続車両に対し当該区 

間最終参加車両通過まで合図すること。 

21.1.3 そ 後速やかに復帰が可能か否かを判断すること。 

21.1.4 復帰可能と判断した場合、安全確保を最優先に作業を実施する。特に後続車両が接近した場合 、作業を 

中断し安全な場所へ退避すること。 

21.1.5 復帰不可能と判断した場合、当該区間最終参加車両通過まで車外 安全な場所で退避すること。 

21.1.6 クルーが車両から離れる場合 、後続車に っきりと見える場所に「ＯＫ」ページを提示しておくこと。 

21.1.7 近接した地点に複数車両が停止した場合、各々 車両が上記 21.1.1～21.1.6 を実施すること。 

21.1.8 救急医療措置が必要な場合もしく 消火が必要な場合 赤色 「ＳＯＳ」ページを提示すること。 

これが提示されていた場合、後続車 下記 手順に従う。また「ＯＫ」「ＳＯＳ」 どちら 提示もなく、車両が 

かなり ダメージを負っていてクルーが車両内にいると思われる場合も同様 手順に従うこと。 

a.援助するために直ちに停止する。そ 他 後続 車両も停止し、事故現場に２番目に到着した車両 、事 

故 ことを知らせるために次 ラジオポイントまで行く。 

b.それ以降 後続車 緊急車 ため 車幅をあけて停止し、援助を行う。 

21.1.9 リタイヤしたクルー 、リタイヤ届を必ずオーガナイザーに提出しなけれ ならない。こ 規則に従わない 

クルー ペナルティが課される。 

21.1.10スペシャルステージにおいて、参加車両がコースを塞ぎ、後続 車両が通過できない場合 、以下 措置 

とする。 

a.コースを塞いだ参加車両 オフィシャルによりコースより排除される。 

b.後続 車両 通行可能となったら、フィニッシュまで安全かつ速やかに進むこと。 

        ｃ.後続 クルー 安全を確認 上、スタック車両 排除 協力を行なうこと。 
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２２．パルクフェルメ 
 

以下 場合、車両 パルクフェルメ 規定 対象となり、いかなる整備、修理、燃料補給も禁止される。 

22．1 適用 

22.1.1 リグループエリアに進入した瞬間からそ 退出まで。 

22.1.2 コントロールエリアに進入した瞬間からそ 退出まで。 

22.1.3 ラリー 終了地点 パルクフェルメに到達した瞬間から、審査委員会がパルクフェルメ 解除を宣 

言した時まで。 

22.1.4 パルクフェルメを監視する競技役員以外 車両保管（パルクフェルメ）に立ち入ること 認められない。 

但し、やむを得ない理由により競技役員が特に認めた場合 こ 限りで ないが、常に当該競技役 

員 監視下に置かれることとする。 

22．2 パルクフェルメに進入が許される関係者 

22.2.1 車両をパルクフェルメに停車したらすぐに、ドライバー エンジンを停止させ、クルー パルクフェルメ外 

に出なけれ ならない。特別な作業を行うオフィシャルを除き、いかなる者もパルクフェルメに進入すること 

できない。 

22.2.2 クルー 各自 リグループアウト時刻１０分前にパルクフェルメに進入できる。 

リグループ 停車時間が１５分以内 場合 、クルー リグループに留まることができる。 

22．3 パルクフェルメへ 進入・退出、およびパルクフェルメ内で 移動 ために車両を押すことができる 、担 

当競技役員および当該クルー みとする。 

22．4 テクニカルチェック 

パルクフェルメ内において、技術オフィシャルによってテクニカルチェックが行われることがある。 

22．5 パルクフェルメ内で 修理 

22.5.1 車両 損傷が激しく、安全上不適格と技術オフィシャルが判断した場合、当該車両 技術オフィシャル 立 

ち会い 下、補修を行うことができる。 

22.5.2 技術オフィシャル 監視 下クルー 、チーム員を含め３人までがウィンドウスクリーンを交換することがで 

きる。 

22.5.3 上記 補修作業により、当初 スタート予定時刻よりも遅延した場合、当該クルーに 補修作業 終了 

後、新たなスタート時刻が与えられる。１分及び１分未満 遅れにつき１分 ペナルティが課される。 
 

２３．給油 
 

  ロードブック中に明記されている給油所にて、給油が必要な車両 クルー 判断で給油すること。 

給油渋滞等で遅れても一般道で 絶対に暴走しないこと。次 TC に遅れた場合 遅れた理由を HQ に申告する 

事によってペナルティーが救済される場合がある。 
 

２４．サービス（整備作業） 
 

24．1 参加車両 サービス オーガナイザーが設定したサービスパーク みで行うことが出来る。 

但し、外部から 援助を受けることなく、クルー自らが車載 道具類 みを使用して作業を行う場合  

こ 限りで ない。但し、パルクフェルメ、リグループ、コントロールエリア 除く。 

24．2 サービスを行うことができる者 、当該参加車両 クルー及びオーガナイザーが認めたサービス員  

みとする。 

24．3 ①タイヤ 交換 ②ランプ類 バルブ 交換 ③点火プラグ 交換 ④Vベルト 交換 以外に何らか  

作業を行う必要がある場合 、技術委員長 許可を得ること。 

24．4 サービスパーク内において 、いかなる車両も２０ｋｍ/ｈを超えて走行して ならない。 
 

２５．スーパーラリー（再出走） 
 

 DAY１に何らか 理由で離脱した場合、DAY２ 再出走を認める場合がある。 そ 場合、技術委員長が参加車両を 

 再車検を行い、合格したした場合 み可能とする。 
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２６．競技者 遵守事項 
 

全て クルー 競技中、以下 事項を遵守しなけれ ならない。 

26．1 競技中 道路交通法 遵守を最優先とする。 

26．2 一般車両及び歩行者に迷惑を及ぼさないこと。 

26．3 クルー モータースポーツマンシップに則り、公序良俗に反する行為をして ならない。 

26．4 夜間、他車に追従する場合、また 対向車 ある場合 前照灯 照射方向を適切に変換し、眩惑を生じさ 

せないように留意すること。 

26．5 明らかに追い越そうとしている車両がある場合 、安全かつ速やかに進路を譲ること。 

26．6 競技から離脱した場合 直ちに最寄り 競技役員にリタイヤ届を提出すること。提出が不可能な場合 

電話等 手段でラリーＨＱに連絡すること。 

26．7 失格また リタイヤとなった場合 直ちにゼッケン、ラリー競技会之証及びそ 他 競技関係添付物 

を取り除くこと。 

26．8 安全ベルト 必ず装着し、スペシャルステージで 必ずヘルメットを着用すること。 

26．9 スペシャルステージで 、必ずサイドウインドゥを閉じて走行すること。 

 

２７．競技結果 

 

27．1 競技結果 スペシャルステージで記録された所要時間と、ロードセクションそ 他で課されたペナルティタイ 

ムを合計して決定される。 

27.1.1 暫定結果    ： 当該ラリー終了後発表される暫定結果。 

27.1.2 正式最終結果 ： 暫定最終結果発表後、３０分が経過し、競技会審査委員会による承認を経た当該ラリー 

公式結果。 

27．2 複数 クルー 最終成績(スペシャルステージ 所要時間とすべて ペナルティタイムを合計した時間)が同じ 

である場合 、最初 スペシャルステージで、より少ない所要時間を記録したクルーが上位となる。 

これで順位が決定できない場合 ２番目以降 スペシャルステージ 結果を順次比較して決定する。 

 

２８．抗議 

 

28．1 クルー 自分が不当に処遇されていると判断する時 これに対して抗議する権利を有する。 

但し、本特別規則に規定された参加拒否、審判員 判定、スタート順及び道路状態に対する抗議 受付け 

ない。 

28．2 抗議申し立て 文書によって行い、抗議料を添え、競技長に提出されなけれ ならない。 

抗議料 そ 抗議が認められた場合に み返還される。 

28．3 競技に関する抗議 、最終ゴール到着後３０分以内に文書にて提出されなけれ ならない。 

28．4 車両に関する抗議 そ 判定 直後に文書にて提出されなけれ ならない。 

28．5 抗議が車両 分解および再組み立てを含むも である場合、抗議申立者 別途保証金を払わなけれ な 

らない。そ 抗議が認められた場合、保証金 全額返還される。尚、保証金額 技術委員長が決定する。 

28．6 作業及び車両 運搬に係わる費用 、抗議が認められない場合 抗議申立者が、また認められた場合  

当該抗議 対象者がそれぞれ支払うも とする。 

28．7 抗議が認められなかった場合で、抗議に係わる費用(車検・運搬など)が保証金 額を上回った場合、そ 差 

額 抗議申立者が支払うも とする。逆に当該費用 額が下回った場合、そ 差額 抗議申立者に返金さ 

れるも とする。 

28．8 成績に関する抗議 暫定最終結果発表後３０分以内に文書にて提出されなけれ ならない。 

28．9 役務に付いている競技役員 、たとえ抗議が提出されている場合でも、それと関係なく自分 義務と権限を 

正当に執行できる。 

28.10 競技長による抗議 裁定結果 、関係当事者に口頭で通知されるとともに、公式通知等で発表される。 
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競技会当日に、競技長 裁定が下されない場合 、そ 暫定最終結果発表 日時、場所を発表し、裁定結 

果を延期することが出来る。 

28.11 抗議 １件につき代表者１名として上記 手続きを取らなけれ ならない。 

 

２９．競技会 中止、延期、途中打切り 

 

29．1 保安上又 不可抗力による事情が生じた場合に 、競技会審査員会 決定によって競技を中止、また  

延期、途中打切りすることができる。 

29．2 途中打切り 場合 競技会を成立したも とみなし、成績 打ち切り時点まで も とする。 

 

３０．損害 補償 

 

30．1 クルー 参加車両及びそ 付属品が破損した場合、ならびに第三者に損害を与えた場合、そ 責任を自己 

が負わなけれ ならない。参加者 オーガナイザー、大会関係者、道路管理者、警察及び関係省庁が一切 

損害事故 責任を免除されていることを了承しなけれ ならない。 

すなわち大会役員 そ 役務に最善を尽くすこと もちろんであるが、参加者 負傷・死亡・そ 他車両  

損害賠償などに対してオーガナイザー、大会関係者、道路管理者、警察、関係省庁及び大会役員 一切補 

償責任を負わない。 

30．2 クルーが競技中に起こしたオーガナイザー、大会役員車、そ 機材及び道路関係施設(ガードレール、カーブ 

ミラー、電柱、標識等) 事故 いかなる場合も参加者が責任を持って賠償するも とする。 

 

３１．表彰式（表彰パーティー） 

 

10月30日（日）１６：００予定 東京赤坂アークヒルズカフェにて開催予定 

 

３２．賞典 

 

後日、発表する。 

 

３３．罰則 

 

33．1 JAF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２８条に準ずる。 

33．2 規則違反、また 競技役員 指示に対する不遵守 、国内競技規則に記載されている条項に準じて罰則 

が適用される。  

33．3 本規則に関する罰則や定められていない罰則 選択について 、大会組織委員会が決定する。 

 

３４．本規則 解釈 

 

本規則あるい 公式通知 解釈に疑義が生じた場合 大会組織委員会 決定を最終とする。 

 

３５．本規則 施行 

 

本規則 ２０１６年９月２０日より実施する。                          

 

２０１６年 ９月 ２０日  

                                          ALPINE CLASSIC CAR RALLY 2016 組織委員会 

 



 

TC
SS Location SS

Dist.
Liaison

Dist.
Total
Dist.

Target
Time

First Car
Due

TC0 スタート DAY1 (Hotel GreenPlaza） 12:00
TC1 しゃくなげ園 14.696 14.696 0:30 12:30
SS1 Gunmazaka 1 2.243 0:03 12:33
TC2 村上山 5.505 7.748 0:15 12:48
SS2 ajiki 1 2.547 0:03 12:51
TC3 干俣 21.027 23.574 0:45 13:36
SS3 Hoshimata baragi 1 1.771 0:03 13:39

efuel 1（ENEO 大笹 ) 10.101 (11.872) (0:42) (14:21)
( otal distance from tart to efuel1) (6.561) (51.329) (57.890) (to109.480)

C3A ホテルグリーンプラザサービス In 8.893 20.765 1:00 14:39
E ICE A (Hotel GreenPlaza） 0:20

C3B (0.055) (0.055) 14:59
DAY1  ection 1 O AL 6.561 60.222 66.783 2:59

DAY1  Section 2
 Hotel GreenPlaza egroup 0:15

C3C 15:14
TC4 しゃくなげ園 14.696 14.696 0:30 15:44
SS4 Gunmazaka 2 2.243 0:03 15:47
TC5 村上山 5.505 7.748 0:15 16:02
SS5 ajiki 2 2.547 0:03 16:05
TC6 干俣 21.027 23.574 0:45 16:50
SS6 Hoshimata baragi 2 1.771 0:03 16:53
C6A ホテルグリーンプラザサービス In 18.994 20.765 0:40 17:33

E ICE B (Hotel GreenPlaza） 0:45
C6B (0.055) (0.055) 18:18

DAY1  ection 2 O AL 6.561 60.222 66.783 3:19
DAY1 otal 13.122 120.444 133.566 6:18

DAY2  Section 3
C6C (0.101) (0.101) 8:30

TC7 しゃくなげ園 14.696 14.696 0:30 9:00
SS7 Gunmazaka 3 2.243 0:03 9:03
TC8 村上山 5.505 7.748 0:15 9:18
SS8 ajiki 3 2.547 0:03 9:21

efuel 2（昭和shell田代バイパス店） 8.813 (11.360) (0:35) (9:56)
( otal distance from efuel1 to Finish) (11.351) (98.129) (109.480) (to56.658)

TC9 湯窪石津 19.583 30.943 1:15 10:36
SS9 Ishizukouzan p1 2.834 0:03 10:39
TC10 湯窪石津 4.910 7.744 0:45 11:24
SS10 Ｉshizukouzan p2 2.834 0:03 11:27
C10A 26.497 29.331 1:30 12:57

DAY2  ection 3 O AL 10.458 80.004 90.462 4:27
23.580 200.448 224.028 13:44Rally Totals

ホテルグリーンプラザサービス Exit & egroup In

ホテルグリーンプラザFinish

Ceremonial tart (Hotel GreenPlazaKaruizawa）
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 ITINERARY

DAY1  Section 1

注意：TC10A　はタイムペナルティを与えない。

ホテルグリーンプラザサービス Exit & Parc Ferme In

注意：TC6Bは、タイムペナルティを課すことなく目標時刻より前にチェックイン出来る。

スタート DAY2 Parc Ferme Exit & ection3 tart

ホテルグリーンプラザ egroup Exit & ection2 tart
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リエゾン区間：DAY1・DAY2 リエゾン区間を示す

ＳＳスタート ＳＳフィニッシュ サービス リフェーエル

新
田
代
橋

144

大　笹

235235

146

浅間ｻｰｷｯﾄ

2222222222222222222222222222222222220000000000000000000000000000000000011111111144444444444444

SS 1/4/7
群馬坂

Gunmazaka
2.243km

SS 3/6
干俣バラギ

Hoshimata baragi
1.771km

SS 9/10
大東大
Daitodai
2.834km

新三原橋

5959

東中前

Rally H.Q  /  Service Park
Parc Ferme  /  Regroup

Hotell Green Plaza Karuizawa


