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第 1 条 競技会の名称及び格式
名称：JAF東⽇本ラリー選⼿権第3戦
JMRC関東ラリーカップ 群⾺ラリーシリーズ第1戦
TRD Rally Cup by JBL Rd.2

ネコステ⼭岳ラリー2021
格式：国内
JAF公認番号 2021-1101

第 2 条 競技会の種⽬
四輪⾃動⾞によるスペシャルステージラリー競技開催規定細則に従ったスペシャルステージラリー

第 3 条オーガナイザー
ネコステラリーチーム（NECOSTE） 代表 鈴⽊ 亥 埼⽟県⽐企郡上⼋ツ林122−1
特定⾮営利活動法⼈MOSCO 代表 ⾼桑 春雄 群⾺県⾼崎市倉賀野町2458-13(⾼崎事務所)

第 4 条 開 催 ⽇
2021年4⽉17⽇(⼟)
コース概要
群⾺県 神流町・上野村・南牧村
総⾛⾏距離 160km以内
スペシャルステージの総距離 43km
セクション数：2 セクション

スペシャルステージ数：6 本
競技会本部(HQ)
群⾺県⽢楽郡南牧村磐⼾207
17⽇南牧村活性化センター
TEL : 090-3085-2071
(事務局⻑ ⾼野 携帯)

HQ 開設時間
17⽇5時30分〜21時

第 5 条 申込期⽇
2021年3⽉01⽇(⽉)〜3⽉15⽇(⽉)早割の申込期間は参加費の振込み期限を厳守のこと
2021年3⽉16⽇(⽕)〜4⽉06⽇(⽕)早割以降の申込期間は期間内に振込み及び 。書類必着のこと

第 6 条 参加申込先及び⼤会事務局
参加申込はオーガナイザー所定の下記書類に必要事項を記⼊し、署名の上、申込期間中に下記⼤会事務局に申込むこと。
（E-mail にpdf形式のファイルにて添付後郵送も可）
尚、署名、捺印した参加申込書等原本は、4⽉17⽇(⼟) 参加受付での提出を認める。

・参加申込書・⾞両申告書・明細書・⾞検証
・本競技に有効な保険証の写し
（特記事項追加等の保険申込書には保険証原本の写しの添付が必要です）
注 ) 本競技に有効な保険証の写しとは、本競技に有効な事を証明する記載が有るものです。領収書で本競技に有効な事
を証明する記載がないものは無効です。

申込先／⼤会事務局
〒 350-0415 埼⽟県⼊間郡越⽣町上野2567 ネコステ⼭岳ラリー 2021

⼤会事務局 TEL：049-277-2005 FAX：049-277-2006
E-mail bsf_taka@yahoo.co.jp 添付ファイルは、pdfデーターを送付のこと
(申込書等を写真で撮影しJPEGデーターとした申込データー及び現⾦書留では受け付けしない）
ホームページ Web http;//necoste.com

(1) ⽀払い⽅法
参加費、他の⽀払いは申し込みと同時に下記銀⾏⼝座に、振り込みください。
尚、振り込み者⽒名には「ラリーサンカヒ ○ X 太郎」としてください。
（○ X 太郎は振込み者名）
申込明細書に必ず振込み者の記載をしてください。
振込先：楽天銀⾏ オペラ⽀店 (205) 普通⼝座 1114577 ⼝座名義 タカノケイジ



第 7 条 ⼤会役員
⼤会名誉会⻑ ⾼桑 春雄 (MOSCO代表)
審査委員⻑ 宮城 孝仁 (TR-8)
審査委員 ⻄井 敏則 (MSCC会⻑)
審査委員 ⼩野寺 奈央（JMRC群⾺ラリー部会）
組織委員⻑ ⾼野 啓嗣 (NECOSTE会⻑)
組織委員 鈴⽊ 亥 (NECOSTE代表)
組織委員 堀⼝ 幹城 (CORSA)
組織委員 梨⽊ 裕司 (TRD)

第 8 条 競技役員
競技⻑ ⾼野 啓嗣 (NECOSTE)
副競技⻑ 堀⼝ 幹城 (CORSA)
コース委員⻑ 後藤 茂⾏ (MSCC)
計時委員⻑ ⼭⼝ 昌也 (MOSCO)
技術委員⻑ 並⽊ 衛 (NUTS)
救急委員⻑ 堀⼝ 幹城 (CORSA)
医師団⻑ 跡⾒ 等 (外科医)
事務局⻑ ⾼野 啓嗣 (NECOSTE)

第 9 条 競技種類
ラリー競技規則開催規定に従った、「スペシャルステージラリー」
（スペシャルステージ区間は舗装路⾯）

第 10 条 参加料及び保険
・参加料（早割申込期間と通常申込期間が有るので第5条確認注意）
東⽇本ラリー選⼿権 ￥38,000 （早割申込期間) ￥43,000(通常申込期間)
群⾺ラリーシリーズ ￥38,000 （早割申込期間) ￥43,000(通常申込期間)
TRDRallyCup ￥38,000 （早割申込期間) ￥43,000(通常申込期間)
Expert Class ￥36,000 （早割申込期間) ￥41,000(通常申込期間)
(2015年以降の全⽇本選⼿権シリーズ6位以上⼊賞対象者)

Challenge Class ￥36,000 (早割申込期間) ￥41,000(通常申込期間)
上記⾦額はレッキ参加費、ラリー参加費及びクルー2名分の昼⾷、及び事務⼿数料1000円を含む

また、JMRC関東スポーツ安全保険に未加⼊の場合は参加者1名につき1,000円増額とする。また、関東以外か
らの申し込み者で、JMRC関東ラリー⾒舞⾦制度に加⼊する場合は、クルーがJMRC関東に所属するクラブに
てスポーツ安全保険に加⼊している事とする。
JMRC関東以外のクラブに所属している場合⼜はJMRC未加⼊者は、当クラブの準会員とする為、上記⾦額の
1名1000円を参加申込時に添付する事により申込可能とする。

・保険
ラリー競技に有効な対⼈賠償保険（1,000万円以上）および対物賠償補償保険（200 万円以上）、
搭乗者保険（500万円以上）に加⼊していること。
JMRC関東スポーツ安全保険及びJMRC関東ラリー⾒舞⾦制度の使⽤も認めるが、対物賠償補償保険（200万円
以上）への加⼊を強く勧める。
正式参加受理後に⾃⼒で保険に加⼊する場合は、参加申込時に「参加受理後に保険加⼊」と⼤会事務局まで申
告すること。
搭乗者保険は、スポーツ安全保険または JMRC 関東⾒舞⾦制度の利⽤を認めるが、登録者証の提⽰(両クルー
の加⼊証コピー)を必要とする。

第 11 条 アシスト⾏為
今⼤会では特定感染症対策のため不特定多数の多くの⼈の出⼊りが発⽣する事を関係各所より懸念され
アシスト隊によるサービス作業が出来る設定はありません。(2⽉15⽇時点)
スタート中継ゴール会場へ⼊場はドライバー・コドライバーの2名と競技⾞両のみ。
スタート会場⼊り⼝での簡易発熱検査等でクルー2名の受付とする。
サービスカー等の駐⾞場所は近隣にはありません。
近隣の⽅に迷惑になりますので、会場付近での路上駐⾞は、絶対にやめてください。
違法駐⾞が確認され、対象の競技者が判明した場合統⼀規則28条重要な指⽰に従わない場合の措置を講じます。

・積載⾞は会場内に駐⾞出来ませんので、対応を別途HPにて告知する予定。(参加台数などで流動的な為)



第 12 条 タイムスケジュール
集合場所 〒370-2804 群⾺県⽢楽郡南牧村磐⼾２０７ 南牧村活性化センター (予定)
4 ⽉ 17 ⽇（⼟）
HQ 開設 5:30
受付・参加確認 6:00
レッキ開始〜終了 6:15~ 9:15
公式⾞両検査 9:00~

10:30
第 1 回審査委員会 10:20~
スタートリスト発表 10:30
ドライバーズ

ブリーフィング 10:40
1号⾞ SEC1 ス タ ー ト 11:00

SEC1フィニッシュ(予定) 14:39
リグループアウト1号⾞ 15:09
SEC2スタート 15:12
１号⾞パッセージコントロールイン 15:57
１号⾞パッセージコントロールアウト 16:22
SEC2フィニッシュ(予定) 18:18
セレモニアルフィニッシュ(予定) 18:40
暫定結果発表(予定) 表彰式(予定) 20:00
ラリー本部(HQ)閉鎖 21:30

正式な時刻及び場所はホームページ等にて明記する。
第 13 条 参加資格

1．1台の⾞両に乗⾞する定員はドライバー、コ・ドライバーの２名（以下クルー）とする。
2．クルーは２名とも 2021 年の JAF 国内競技運転者許可証 B 以上の所有者でなければならない。
3．クルーは本競技会に参加申込を⾏う時点において、参加⾞両を運転するのに有効な運転免許証を取得後

1年以上経過していなければならない。
4．上記3における参加資格を満⾜しない場合でも、オーガナイザーの判断により参加を認める 場合がある。
5．20 歳未満の者が参加する場合には、親権者の承諾を必要とする。

第 14 条 参加⾞両
１．参加⾞両
JAF国内競技⾞両規則第2編ラリー⾞両規定に従ったR⾞両、RJ⾞両、RF⾞両、RPN⾞両、AE⾞両、⼜は
RB⾞両(2002 年ラリー⾞両規定に従って製作したラリー⾞両) とする。
なお、排気管及び、マフラーについては国交省の⾞検合格時の物を使⽤する事。
当競技会に参加する車両は、安全性重視のためロールバーについてはRF車両に合致の出来るサイドバーは必

着とし、リヤ斜行バーの装着は強く推奨する。

※なお、RB⾞両にて参加する場合の⾞両もサイドバーは必着とする。
TRDCupの⾞両はTRDホームページに確認理解し参加のこと。なお、安全装備は当競技会規定に準ずる
ものとする。

２．タイヤ
使⽤タイヤはグラベル⽤ラリータイヤに限る。また、JAF国内競技⾞両規則第2編第3章 第6条6.2) に定めら
れたタイヤの規則に準拠すること。かつタイヤはいかなる場合に於いても スリップサインが出ていないこと。
但し、⼀部の特殊な⾞両等においてラリータイヤに適応サイズが無い場合は、ラリータイヤ以外の⼀般ラジアルタ
イヤの使⽤を認めることもある。
EXクラスとCHクラスはラリータイヤ以外の使⽤を認める。
BC3＆3クラスの使⽤タイヤについて
155/65-13インチのタイヤを標準サイズとする軽⾃動⾞に⼀般ラジアルタイヤを認める際に同⼀クラスの他
⾞種に対し公平さが保てなくなる為、下記3銘柄を指定し、BC3＆3クラス全⾞両対象に⼀般ラジアルの使⽤
を認めることとする。
(Ａクラスタイヤについて次項に群⾺ラリーシリーズ運営委員会の決定事項を記載します。）



1、ダンロップタイヤ ＤＩＲＥＺＺＡ ZⅢ・ZⅡ
URL https://tyre.dunlop.co.jp/tyre/lineup/sport/z3/
2、ヨコハマタイヤ ADVAN ＮＥＯＶＡ
URL http://www.y-yokohama.com/product/tire/advan_ad08r/
3、ブリヂストンタイヤ ＰＯＴＥＮＺＡ ＲＥ−71R・RS (2021年1⽉対応更新)
URL https://tire.bridgestone.co.jp/potenza/re71rs/index.html
なお、他メーカーや、違うタイプのタイヤについての使⽤を認める物では有りませんラリータイヤでの出場
をシリーズ運営委員会としては強く希望致します。

3．レキ⾞両
レキに使⽤する⾞は、競技⾞を使⽤することを認めるが、競技⾞は⼀般⾞両より⽬⽴った存在で有る事を忘れずモラル
のある⾛⾏を⾏うこと。

第 15 条 クラス区分
東⽇本ラリー選⼿権及び群⾺ラリーシリーズ（本⼤会は群⾺戦の排気量区分にてクラス分けされる）

BC1 ＆１クラス： 排気量2500ccを超える4輪駆動⾞両(群⾺シリーズ)
東⽇本クラスの1500ccを超え3000ccまでの2輪駆動⾞両は本⼤会においては
BC2＆2クラスに編⼊とするが、東⽇本戦でのポイントは減点数をBC2クラスの
順位に再計算されポイントが与えられるものとする。
3000ccを超える2輪駆動⾞は本⼤会においてはBC2＆2クラスに編⼊とするが、
東⽇本戦でのポイントは減点数をBC1クラスの順位に再計算されポイントを
与える事とする。

BC2 ＆２クラス： 排気量1500ccを超える2輪駆動⾞及び
1500cc以上2500ccを含む2500ccまでの4輪駆動⾞(群⾺シリーズ)
東⽇本クラスの2500ccを超え3000ccまでの4輪駆動⾞は、本⼤会においては
BC1＆1クラスへの編⼊とするが、東⽇本戦でのポイントは減点数をBC1クラス
の順位に再計算されポイントを与えられるものとする。

BC3 ＆３クラス ：排気量1500ccを含み1500ccまでの⾞両 (RPN⾞両は年式問わず1600ccまで)
BC4 クラス ：AE⾞両及びAT⾞両 (選⼿権クラス成⽴しない場合、AE⾞両は

BC3クラスに編⼊しAT⾞両は排気量に準じたクラスに編⼊とする)
TRD Rally Cup

Cup２ トヨタ86/スバルBRZを対象
Cup１ トヨタヴィッツ（NCP131/91）対象
URL参照の事(https://www.trd-motorsports.jp/rally/rallycup/index.html)

エキスパートクラス(EX) ：(タイヤ規制及び排気量区分無し)
主に近年全⽇本⼊賞経験者で2ヶ⽉後の全⽇本戦の下⾒と思われる選⼿が対象

チャレンジクラス(CH) ：（タイヤ規制及び排気量区分無し) ラリーが好きで参加される⽅
(但し台数が 6 台以上の場合は戦歴や排気量を加味しクラス分けを検討する )
(2021年 JMRC群⾺ラリーシリーズ案内を参照 )

上限75台の参加クラスによる受理対象上限台数区分は、東⽇本戦と群⾺戦の併設が75台に達した場合は
TRDRallyCup参加者を、東⽇本戦に編⼊し、Cup1をBC2各クラス・Cup2をBC3クラスにて混⾛とする。
混⾛となった場合でもTRDRallyCup参加申請の成績を表彰及びシリーズポイントが付与される。
なお参加受理の順序として東⽇本戦・群⾺戦・TRDCup・群⾺戦RB⾞両・EXクラス・ＣＨクラスとするが
書類不備は上記順序の適⽤は除外とする。

第 30 条 減 点
2021東⽇本選⼿権規定及びJMRC 関東ラリーシリーズ 関東統⼀規則書に明記
（TRD Rally Cupについては当該年度シリーズ規則書による。URLは15条に記載）



第 33 条 賞 典
東⽇本及び群⾺戦 各クラス ：優勝〜 3 位 JAF 盾、副賞 / 以降順位 盾・副賞
TRD Rally Cup 各クラス ：優勝〜 3 位 JAFメダル、副賞 / 以降順位 盾・副賞
エキスパート/チャレンジクラス ：優勝〜 3 位 盾・副賞 その他副賞、特別賞を設ける場合がある

但し、各クラスとも参加台数の 30％以内を原則とする。

注・特別規則書内容不⾜の条項はJMRC関東統⼀規則書を参照のこと。

第 34 条 その他 指定感染症(新型コロナウイルス)対策
1.指定感染症(新型コロナウイルス)対策として参加申込時に所定の書式に記載し⼤会当⽇競技会場⼊り⼝の
検温受診時に提出する事。
書式はネコステラリーチームHPまたはJMRC群⾺ホームページ内の書式をダウンロードして使⽤する事

2.指定感染症(新型コロナウイルス)対策として競技会当⽇会場⼊り⼝での⾮接触式検温にて37.5°以上の
発熱が認められた場合、再度接触式検温を⾏い37.5°以上が確認された場合は会場⼊りを拒否し、競技会への
参加を認めない。
その際、その発熱が指定感染症(新型コロナウイルス)に感染した事を⼤会事務局に7⽇以内に電話またはメール
にて⼀報し、後⽇証明できる陽性診断書を競技会当⽇より3週間以内に⼤会事務局宛にメールで画像添付にて
提出できた場合、感染1名の場合エントリー代の半額、2名の場合は全額(どちらの場合も事務⼿数料及び参加
受付等経費3000円を引き）返還される物とする。
理由無く期限内に陽性診断書を提出できない場合はエントリー代の返却はありません。

3.参加受理後に指定感染症(新型コロナウイルス)に感染した事が発覚し、⼤会事務局宛に前⽇までに電話または
メールにて参加できない旨の連絡を頂いた際は後⽇診断書提出により事務⼿数料1000円を引きエントリー代は
返還される。

ネコステ⼭岳ラリー 2021 組織委員会



附則1 競技スケジュ〡ル ( 暫定 )



付則 2

コンペティターリレーションオフィサー（ＣＲＯ）

氏 名 安東 貞敏

携帯電話 コミュニケーションにて告知

ＣＲＯ 行動スケジュール コミュニケーションにて告知



付則 3

ラリー HQ ／スタート／パッセージコントロール／ゴールエリア図

スタート・ゴール会場・パルクフェルメ



全クラス指定貼付位置 (TRD RALLY CUP by JBL資料流⽤)

付則4

ゼッケン等貼り付け物の位置


