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公示                                            

本競技会はHRCR(J)が当クラブ員向けに主催するもので、FIA 国際モータースポーツ競技規則ヒストリ

ックカー国際スポーツコード追則Ｋ項及び、FIA ヒストリック･レギュラリティ･ラリー規則書に準じて開

催するクラブミーティング１２カーラリーである。主催者並びに参加者は道路交通法を遵守し、スポーツ

マンシップを基本理念としてモータースポーツ技術の習得と啓発を目的とする。 

※HRCR(J)とは英国に本部を置くヒストリックカーレジスターの日本在住有志で構成された団体。 

 

定義 

ヒストリック・レギュラリティ・ラリーはツーリング的性格を有する大会であり、スピードの速さは勝

敗の決定的要素とはならない。現代車（モダン・力－）で戦うWRC 等に代表されるステージ・ラリーと

は異なった規則が適用され、車両規定も当時の許可された範囲内とされる。 

勝敗を決定する上で最も重要なセクションであるレギュラリティ・テスト・セクション（ＲＴ区間）

は、オーガナイザーが指定した平均速度を維持してー定区間を走行し、テスト区間ターゲットタイムを基

準に、どれだけ正確に走行したかを競い合うものである。平均速度は、使用ルートの制限速度以下（公道

使用の場合には、その法定速度以下）に設定される。ヒストリック・ラリーで使用できる機器は、機械式

トリップメーター、ストップウオッチ、スピードテーブル表に制限されている。あくまでも、ヒストリッ

クカーが現役として活躍していた当時と同じ様式で競技を行なうように、規則で定められている。勝敗を

左右するもうーつのセクションは、スペシャル・テスト・セクション（ＳＴ区間）である。私有地やクロ

ーズドサーキット上で行なわれる。通常タイムトライアル（パイロン・スラローム）等のオート・テスト

形式をとるが、平均速度を設定されていたり、趣向を凝らしたコース設定がなされたりもする。しかし、

いかなる場合にもオーガナイザーにより、ＳＴ区間の平均速度が５０ kｍ／ｈを超過しないように考盧さ

れている。いずれのテスト区間も競技者のテクニックと、日頃からどの程度所有車両の性能を熟知してい

るかが試されるセクションである。 

本規則書はFIA 及びMSA のヒストリックラリーレギュレーションに基づき日本語訳しているが、日本

の道路法規、道路事情、運営事情等により一部変更している部分がある。 

 

【第１条】競技会名称 各追加特別規則書に記載 

 

【第２条】競技会の種目 ヒストリック＆ポストヒストリック４輪自動車によるロードラリー 

 

【第３条】オーガナイザー 各追加特別規則書に記載 
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【第４条】開催日 各追加特別規則書に記載 

 

【第５条】開催場所 各追加特別規則書に記載 

 

【第６条】プログラム・スケジュール 各追加特別規則書に記載 

 

【第７条】内容（コース及び競技詳細）各追加特別規則書に記載 

 

【第８条】大会役員 各追加特別規則書に記載 

 

【第９条】競技役員 各追加特別規則書に記載 

 

【第10条】申込期日および参加申込先 各追加特別規則書に記載 

 

【第11条】 参加料および保険 各追加特別規則書に記載 

※ 特別規則書の第１条、第５条から第７条、第１０条に関する開催場所、スケジュール等内容の記載に

ついては、ラリーを開催するその都度変更するものとする。 

 

【第12条】参加資格 

【12.1】  １台の車両に乗車する定員はドライバー、ナビゲーター(コ・ドライバー)の原則２名(以下

クルー)とし、ドライバー単独での参加は認められない。参加者はＪＡＦ国内競技運転者許

可証Ｂクラス(国内Ｂ)と同程度の知識を必要とする。 

【12.2】  クルーは本競技会に参加申し込みを行う時点において、HRCR(J)クラブ員の資格を有するこ

と。ドライバーは参加車両を運転するのに有効な運転免許証を所持し、取得後１年以上経過

していなければならない。 

【12.3】  12.2における参加資格を有しない場合でも、オーガナイザーの判断により参加を認める場合

がある。参加者がクラブ員以外の場合には所定の手続き並びに講習を受けた後、準クラブ員

として登録され参加資格を得られる事とする。 

【12.4】  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。 

【12.5】  12.1におけるクルーの増員は、文書により申請する必要がある。オーガナイザーの判断によ

り乗車定員内で参加を認める場合もある。申請書に記載され登録されたクルー以外の乗車は

認めらない。 
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【第13条】参加車両 

【13.1】  参加車両は、1974 年12 月31 日以前に製造され最初の登録をされた車両とする。ただしそ

の車両および、その同型車（マイナーチェンジを含む、エンジンも同型車）に限り、それ以

降に生産された車両も認める。 

【13.2】  本競技に参加申し込みを行う時点において、参加車両は道路運送車両法で定められた保安基

準に適合し、検査に合格して検査証及び検査標章を有し、かつ自動車登録番号標（ナンバー

プレート）の交付を受け車両に取り付けられていなければならない。仮自動車登録番号標

（仮ナンバー）での参加は認めない。 

【13.3】   13.1における車両資格を満たさない場合でも、オーガナイザーの判断により参加を認める

場合がある。 

【13．4】 参加車両は最低限下記の安全規定を満たした車両とする。 

【13.4.1】◇安全（シート）ベルト◇ 

乗車定員分の３点式以上のシートベルトを取り付けていなければならない。運転席およ

び助手席に対しクルーの安全保護を目的にフルハーネスタイプで４点式以上の安全ベル

トを装着する事が望ましい。取り付けには、JAF 国内競技車両規則第３編第２章第２

条および第５編「安全ベルトに関する指導要領」を参照することが望ましい。 

【13.4.2】◇ヘルメット◇(ST区間) 

乗員分のヘルメットを装備する事が義務付けされる（ＪＩＳ乗用車用安全帽規格適合品

又はそれと同等以上の物）。クルーには選択の際、経年変化に伴う機能低下や劣化の恐

れなどに格別な配盧を行うことを要請する。 

【13.4.3】◇服 装◇ 

身体の保護に留意した引火性の低い服装を推奨する。レーシングスーツの着用が望まし

い(ST区間)。 

【13.4.4】◇消火装置◇ 

クルーが速やかに操作出来る状態で確実に取り付けられることが望ましい。なお消火器

の車載取付は国内競技車両規則第２編第２章第４条４．１を参照するのが望ましい。 

【13.4.5】◇その他の安全装備◇ 

以下の搭載装備が望ましい。三角反射表示板（２枚）、非常用信号等、牽引ロープ、救

急薬品。 

【13.5】   クルーの保護を目的に参加車両は６点式までのロールケージを装着する事を認める。 

【13.6】   電子表示機器の搭載制限。電子表示式トリップメーターを使用する際、平均速度等の計算機

能を表示する窓に目隠し等をし、その機能が表示出来なければその使用は認められる。またス
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トップウオッチに関してはデジタル表示でも構わない。その他、電卓、携帯電話、電波時計以

外の電子機器の搭載は認められない。 

【13.7】 車両の年代別カテゴリー区分は本競技会では行わない。 

（ヒストリック又はポスト・ヒストリック） 

 

【第14条】 

【14.1】 排気量によるクラス分けは各競技会追加特別規則書に明示する。 

【14.2】 参加者の実績によるクラス分けは各競技会追加特別規則書に明示する。 

 

【第15条】 参加申込 

【15.1】 参加希望者は所定の参加申込書、車両申告書、競技出場経歴書、誓約書に必要事項をもれな＜

記入のし、期日までに第１０条の参加申込先へ申し込む事。併せて、参加費用も期日迄に必

着で書留郵便、指定口座へ振込、申込先へ直接持参、いずれかの方法で払い込む事。尚クル

ーが未成年者の場合には、誓約書に必ず親権者の署名および承諾印を捺印のこと。詳細は各

競技特別規則書に記する。 

【15.2】 当該競技当日に有効な任意保険（対人・物／搭乗者）への加入を義務義務付ける。 

【15.3】 参加台数は１２台までとする。 

【15.4】 オーガナイザーは理由を明示する事な＜参加拒否の権限を有する。 

【15.5】 参加申込書、車両申告書の記載事項変更は開催日の３日前までに文書をもって申告すること。 

【15.6】 参加申込が１２台を越える場合、原則としてＨＲＣＲ正規クラブ員を優先的に受理する。 

【15.7】 エントリー料金は次の場合全額返金される。ただし事務手数料として2､000 円（返金手数料を

含む）を参加申込者の負担とする。 

・ エントリーが受理されなかった場合。 

・ ラリーが開催されなかった場合。 

尚、エントリー料金は正式受理された以降ではいかなる理由があっても返却されない。 

 

【第16条】 

【16.1】 参加車両はオーガナイザーが定めた場所、時間に公式車両検査を受けなければならない。 

【16.2】 車両検査時までに運転免許証、自動車検査証、自動車損害賠償責任保険証および本競技に有効

な自動車保険証券またはその領収書の携行をチェックする。 

【16.3】 規定の時間内に車検に合格しない車両は、例外な＜スタートできない。ただし、技術委員長が

特に認めたときに限り、再車検を受けることが出来る。 
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【16.4】 オーガナイザーは競技中であっても技術委員長が必要と認めた時に車両検査を行うことが出来

る。 

【16.5】 上記車両検査に於いて技術委員が要求する車両各部の分解および検査終了後の再組立、はすべ

て参加者の用意する人員・工具・部品ならびに費用をもって行うものとする。 

 

【第17条】 参加者の遵守事項 すべての競技参加者は競技中、次の事項を守らねばならない。 

【17.1】 競技中は道路交通法の遵守を最優先とする。 

【17.2】 一般車両および歩行者に迷惑を及ぼさないこと。 

【17.3】 他車に追従する場合または対向車のある場合は前照灯の照射方向を適切に変換し、眩惑を生じ

させないよう留意すること。 

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

【17.5】 登録したクルー以外は乗車してはならず、１名のドライバーによって１５０ｋｍ以上連続して

運転しないこと。 

【17.6】 競技から離脱した場合は、直ちに最寄りの競技役員にリタイヤ届けを提出すること。提出が不

可能な場合は電話等の手段で競技会事務局に連絡すること。 

【17.7】 失格またはリタイヤとなった場合は、直ちにゼッケン・ラリー競技会之証およびその他の競技

関係添付物を取り除くこと。 

【17.8】 安全ベルトは必ず装着し、スペシャルテストを行う場合やオーガナイザーの指示がある場合

は、必ずヘルメットを着用すること。 

【17.9】 競技中は、オーガナイザーが指定した場所以外で整備作業を行うことができない。 

【17.10】 整備作業を行うことができる者は、当該車両のクルーおよびオーガナイザーが認めた作業員と

する。 

【17.11】 各競技会特別規則書に記載されている項目以外に何らかの整備作業を行う必要がある場合は、

競技会技術委員長の許可を得ること。 

【17.12】 整備作業にあたっては、他の交通および作業員の安全確保に十分留意すること。 

【17.13】 整備作業実施後は、必ず担当競技役員の確認を受けること。 

【17.14】 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はならない。 

 

【第18条】 

【18.1】 ルートは占用許可を得た区間、私有地敷地内またはクローズドサーキット等と一般の通行に供

される公道を使用して行われる。 
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【18.2】 オーガナイザーは天候・道路状況・その他の事情により予告なくルートを変更することができ

る。この場合は競技役員の合図、矢印方向の表示または代替ルート図をもって明示する。 

 

【第19条】 スタート 

【19.1】 各競技車両スタートは、原則としてゼッケン番号順に１分の間隔を置いて行う。 

【19.2】 各自のスタート時刻はロードブックに添付された日程表（アイテナリー）を参考にする。 

【19.3】 スタート（ＴＣ０）前にスターティングエリアを設ける。これをパルクフェルメとする。クル

ーは自車のスタート時刻の１０分前までにスターティングエリアに競技車両を進入させなければ

ならない。これに遅れた場合スタートを許されないことがある。 

【19.4】 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（１分に満たない時間は分単位に切り上げる）のタイムペナルティが課せられる。１５分を超

える遅着はスタートを認められない。１分以上１５分以下の遅着の場合、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。 

【19.5】 スタート方法は、クラブ旗または日章旗などの競技役員の合図をもってスタートする。 

 

【第20条】 移動区間（ロード・セクション）と競技区間（テスト・セクション） 

【20.1】競技中、移動区間〔レギュラリティ・テスト（以下ＲＴ）、スペシャル・テスト（以下ＳＴ）、

タイムコントロール（以下ＴＣ）及びパルクフェルメ以外の行程〕において競技車両を牽引また

は運搬すること、あるいはクルー以外の第三者が競技車両を移動させることは禁止される。但

し、安全上やむを得ない場合はこの限りではない。これに違反した場合は、競技会審査委員会の

裁定により、失格を上限とした罰則が課される場合がある。 

【20.1】 オーガナイザーはルートに、競技者へテストを実施するための競技区間を設定することができ

る。この競技区間には、一般公道でその制限速度範囲内に指定された指示速度を維持して走行す

るＲＴ区間、クローズドサーキット及び私有地内敷地ならびに道路（通常タイムトライアル等を

行うが、指示平均速度を設けたり様々な計時に対する策略のコースを設定することもある）を使

用したＳＴ区間、同様の条件や場所を使用したパイロンスラローム（オート・テスト、以下ＡＴ

区間）がある。 

【20.3】 オーガナイザーはヒストリック・ロード・ラリーにおいて、ＳＴ区間の平均速度が５０Ｋｍ/ｈ

を超過しないように考慮しなければならない。また古いミッションに過酷で、破損を誘発するよ

うな設定は、最小限に抑えられなければならない。 

【20.4】 テスト区間は競技者ドライバー自身のテクニックと、日頃どれ位自分の所有車両の性能を熟知

しているかが試されるセクションとされる。 
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【第21条】 タイムカードの記入 

【21.1】 スターティングエリア入口において、各クルーには２つの連続するＴＣの間を走行するために

定められた目標所要時間が記入されたタイムカードが支給される。各クルーは最終ＴＣにてタイ

ムカード綴りを競技役員に提出する。各クルーはタイムカードを提出することと、記入された事

項について責任を持つ。時刻の記入は常に００.０１－２４.００の形式で時・分単位を明記する

ものとする。（ＳＴのフィニッシュにおける計時記録を除く）。 

【21.2】 タイムカードは常に提示できるようにしておき、コントロールではクルー自身が競技役員にカ

ードを提出し、記入を受けること。 

【21.3】 タイムカードの記入事項の修正は、その権限のある競技役員によってのみ行われる。 

【21.4】 いかなるコントロールにおいても、タイムカードへの時刻の記入、および押印または署名が確

実に履行されなければならない。時刻が未記入であった場合は失格となる。 

【21.5】 競技者によるタイムカードの記入事項に改ざん修正があった場合は失格となる。 

 

【第22条】 コントロール総則 

【22.1】すべてのコントロール、すなわちパッセージコントロール（以下ＰＣ）そしてタイムコントロー

ル（以下ＴＣ）、リグルーピング、レギュラリティテスト（以下ＲＴ）、及びスペシャルテスト

（以下ＳＴ）それら全てのコントロールは付則１に示すコントロールサイン（ＦＩＡ基準によ

る）によって表示される。ＲＴ区間においては、中間計測地点（以下ＩＴＣ）を示すコントロー

ルサインは表示されない場合もある。その場合、ＲＴ区間の「コントロールエリア終了」(ベー

ジュまたは黄色地に黒斜線３本図柄)は、ＩＴＣ計測ライン(フィニッシュ)で計測後その先最大

１Ｋｍ以内の距離に設置される。これはＲＴ区間の計測ライン終了地点を通過(終了)したことを

競技者に示す。 

【22.2】 コントロールエリアの開始は黄色地の予告標識によって示される。予告標識から約２５ｍ先に

設置される実際のコントロールの位置は、予告標識と同一の図柄の赤色地の標識によって示され

る。さらに約２５ｍ先に設置されるコントロールエリアの終了はベージュまたは黄色地に黒の斜

線が３本入った終了標識によって示される。コントロールエリアはパルクフェルメとみなされ、

いかなる修理も行なってはならない。またいかなる援助も受けてはならない。 

【22.3】競技車両は、タイムカードへの記入等にかかる時間を除き、必要以上にコントロールエリア内に

留まってはならない。 

【22.4】すべてのコントロールは最初の競技車両の通過予定時刻の１５分前に開設され、最終競技車両の

通過予定時刻の１５分後に閉鎖される。ただし、競技長が別に定めた場合はこの限りではない。 



 

- 10 - 

 

【22.5】 クルーはコントロール責任者の指示に従わなければならない。これを遵守しない場合は、競技

会審査委員会の裁定により失格を上限とする罰則が課せられる。 

【22.6】 ロードブックに示されたラリールート以外の任意方向からのＴＣ又はＰＣエリアへの到着、あ

るいは見逃して先のコントロールに到着した場合には、失格を上限とする罰則が課せられる。 

【22.7】すべてのコントロールは本条付則１に示す図柄と色を用いた標識を使用して示される。また各コ

ントロール表示方法も付則２の通りとする。 

【22.7.1】 タイム・コントロール(ＴＣ)：黄色地丸円の中に時計図柄のＡ標識（予告標識）は、コント

ロールエリア開始を示す。そのコントロールの実際の位置は、赤色地に予告標識と同一図柄の

Ａ標識（本標識）で示される。コントロールエリア終了は、ベージュまたは黄色地に黒斜線３

本図柄のＢ標識（終了標識）で示される。 

【22.7.2】 パッセージ・コントロール(ＰＣ)：黄色地丸円の中にスタンプ図柄のＦ標識（予告標識）は

コントロールエリア開始を示す。そのコントロールの実際の位置は、赤色地に予告標識と同一

図柄のＦ標識（本標識）で示される。コントロールエリア終了は、ベージュまたは黄色地に黒

斜線３本図柄のＢ標識（終了標識）で示される。 

【22.7.3】 レギュラリティ・テスト・コントロール(ＲＴＣ)：計測が開始される地点は、赤色地丸円の

中に時計図柄のＡ標識（計測開始標識）で示される。ＲＴ区間における計測が終了される中間

計測地点（ＩＴＣ）を示すコントロールサインは表示されない場合もある。表示される場合に

は赤色地に開始標識と同一図柄のＡ標識（計測終了標識）で示される。コントロールエリア終

了はベージュまたは黄色地に黒斜線３本図柄のＢ標識（終了標識）で示される。 

【22.7.4】 スペシャル・テスト・コントロール（ＳＴＣ）：スタート地点は赤色地丸円の中に閉じた旗

図柄のＣ標識で示される。計時の行われるフィニッシュ地点手前には黄色地丸円の中にチェッ

カーフラッグ図柄のＤ標識（予告標識）があり、その先に実際の計測位置を示す、赤色地に予

告標識と同一図柄のＤ標識（本標識）が示される。さらにその先（１００ｍ以上３００ｍ以

内）に設置された計時記録記入地点（ストップポイント）は、赤色地丸円内に“ＳＴＯＰ”と

表示された停止標識で示される。コントロールエリア終了はベージュまたは黄色地に黒斜線３

本図柄のＢ標識（終了標識）で示される。 

 

【第23条】 コントロール区分 

【23.1】 パッセージコントロール（以下ＰＣ） 

【23.1.1】 ＰＣにおけるチェックイン手順       

ＰＣで競技役員は通行の時間に言及せず、競技者の通過を確認する為にタイムカードの所定

欄にスタンプまたは署名する。 
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ＰＣ不通過による競技役員の署名なき場合には、失格を上限とする罰則が課せられる。 

【23.2】 タイムコントロール（以下ＴＣ） 

【23.2.1】 ＴＣのスタート 

【23.2.1.1】 次のロードセクションがＳＴ区間を伴わない場合、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。 

【23.2.2】 ＴＣにおけるチェックインの手順 

① チェックインの手順は、競技車両がコントロールエリアの開始を示す標識を通過した時点

から始まる。 

② コントロールエリアの開始を示す標識からコントロールを示す標識までの間は、いかなる

理由でも停車したり、異常な低速で走行してはならない。 

③ 実際の計時とタイムカードへの記入は、競技車両とそのクルー２名が当該コントロールエ  

リア内にあり、設置された記入場所に到着した時にのみ行うことができる。 

④ コ・ドライバーは、徒歩で自車の目標チェックイン時刻の１分前より早くコントロールエ

リア内に進入してもよい。さらに、目標時刻通りに自車をチェックインさせるためドライバ

ーにコントロールエリアへの進入の合図を送ってもよい。 

⑤ タイムカードの提出を受けた競技役員は時刻を記入する。その際に記入する時刻は、実際

にクルーから競技役員にカードが手渡された瞬間の時刻とする。ただし下記⑩に該当する場

所はこの限りではない。 

⑥ 目標チェックイン時刻とは、当該ロードセクションをスタートした時刻にロードセクショ

ンを走行するために指定された目標所要時間を加えたもので、分単位まで表示される。 

⑦ 競技車両が目標チェックイン時刻と同時刻、又はその一分前にコントロールエリアに進入

しても早着ペナルティは受けない。 

⑧ 目標チェックイン時刻と同時刻にタイムカードを手渡した場合、早着及び遅着ペナルティ

は受けない。 

⑨ (例：) 目標チェックイン時刻が１８時５８分の場合、チェックインが１８時５８分００

秒から、１８時５８分５９秒の間に行われれば、目標時刻どおりに到着したものとみなされ

る。実際のチェックイン時刻と目標チェックイン時刻に差がある場合は、下記のタイムペナ

ルティが課せられる。 

◇目標チェックイン時刻に遅着の場合：１分につき１０秒（１分に満たない時間は分単位

に切り上げる） 

◇目標チェックイン時刻に早着の場合：１分につき６０秒（１分に満たない時間は分単位

に切り上げる） 
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⑩ ＴＣの責任者は、早着した競技車両が当初予定どおりの時刻にコントロールを離れるこ

とができるよう、必要な時間だけ無効時間を設けることができる（ニュートラリゼーショ

ン）。 

⑪ 各レグの最終のコントロールについては、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ＴＣを設けることがある。この場合、ロードブックまたは各競

技会追加特別規則書にその旨が示される。その場合に記入される時刻は実際のチェックイ

ン時刻ではなく当初予定されていた時刻とする。 

⑫ クルーが上記①～⑪の手順を遵守しない場合、及びコントロールエリアに目標チェック

イン時刻の１分前よりも早く進入した場合には、コントロールの責任者は速やかに競技長

に報告し、競技長はただちに競技会審査委員会に報告する。競技会審査委員会は適切な罰

則を決定する。 

【23.3】 レギュラリティ・テスト・タイムコントロール（以下ＲＴＣ） 

【23.3.1】 レギュラリティ・テスト・セクション（以下ＲＴ区間）の計測は、その計測ラインを競技車

両の前輪が通過した瞬間に、ＲＴＣ競技役員によって計測が開始されスタート時刻になる。競

技者は任意の時刻でそのテスト区間をスタートする事が出来る。 

【23.3.2】 競技者はオーガナイザーが設定した区間を、指示された平均速度を保ち走行しＲＴ区間を終

了させなければならない。競技者には、どの地点で競技役員が中間計測地点（以下ＩＴＣ）を

設置しているかは知らされない。 

【23.3.3】ＲＴ区間（ＲＴＣよりＩＴＣまで）での停車行為は、時間調整とみなされ罰則の対象とする。 

【23.3.4】 オーガナイザーによって指定された平均指示速度は、クラスが複数に渡る場合、クラス別に

よって変更される場合もある。 

【23.3.5】 一般にＲＴ区間は交通量の少ない一般公道で行われるが、他の交通を遮断し道路占有許可を

得た区間、または私有地内道路やクローズドサーキットでも行われる場合がある。 

【23.3.6】 オーガナイザーが設定する指定平均速度は、その道路の制限速度を上回る事はない。またＲ

Ｔ区間の最長距離はロードブックに示される。 

【23.3.7】 オーガナイザーはＲＴ区間のＩＴＣ（計測終了地点）標識を表示せずに計測をする事が出来

る。その場合でもＩＴＣより１ｋｍ以内にＲＴ区間終了の標識を表示する。 

【23.3.8】 レギュラリティ・テスト・セクションの手順 

① ＲＴ区間計測開始（以下ＲＴＣ）つまりスタートはロードブックに明示される。計測

は、競技車の前輪が計測ラインを通過した瞬間にＲＴＣ競技役員によって開始され、スタ

ート時刻となる。 
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② 競技車両はＲＴＣでの停車の必要はない（停車すると罰則となる）。また競技者は任意

の時間にＲＴ区間のＲＴＣを通過することが出来る。ただし競技会ごとにＲＴＣ設置の時

間指定がある場合には、その時間範囲内に従うこと。 

③ そのＲＴ区間をオーガナイザーより指定された平均指示速度を維持して走行し、ロード

ブックに示されたＲＴ区間の最長距離、もしくはＲＴ区間終了標識がルート上に出てくる

まで走行する。 

④ ＲＴ区間のＩＴＣは、通常どこに設定されるかは競技者には明示されずＲＴＣからの最

長距離のみが示される。ＩＴＣを競技車両の前輪が通過した瞬間に競技役員が通過時刻を

記録する。 

⑤ 競技車両はＩＴＣも停車の必要はない（停車すると罰則となる）。またＲＴ区間内での

時間調整のための停車行為も、罰則対象となる。 

⑥ ＲＴ区間で実際に所要した時間を競技役員が計測し、オーガナイザーが設定したＲＴ区

間目標所要時間を基準にどれだけ正確に走行したかを競い合う。 

例：指示平均速度＝４５Kｍ/ｈ 

レギュラリティ・テスト ＝５．１ Ｋｍ（非公開） 

目標所要時間（正解時間）＝６分４８秒 （非公開） 

競技者ａ．所要時間：６分５９秒＝11 秒の遅着 

競技者ｂ．所要時間：６分３１秒＝17 秒の早着 

ＲＴ区間目標所要時間(所要分秒)に早遅着：１秒につき1 秒（１秒に満たない時間

は秒単位に切り上げる）。 

⑦ クルーが上記①～⑥の手順を遵守しない場合には、コントロールの責任者は速やかに競

技長に報告し、競技長はただちに競技会審査委員会に報告する。競技会審査委員会は適切

な罰則を決定する。 

【23.4】 スペシャル・テスト・タイムコントロール（以下ＳＴＣ） 

【23.4.1】 スペシャル・テスト（以下ＳＴ）区間のスタートが続く場合は下記の手順が適用される。 

【23.4.2】 スペシャル・テスト・セクションの手順 

① この場合、当該ＴＣとＳＴ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。 

―黄色地丸円の中に時計図柄のＡ標識 

―約２５ｍ先に赤色地丸円の中に時計図柄のＡ標識 

―５０～２００ｍ先に赤色地丸円の中に閉じた旗図柄のＣ標識 

―約２５ｍ先にベージュまたは黄色地に黒斜線３本図柄のＢ標識 
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② 当該ＴＣにおいては、チェックイン時刻に加えて、続くＳＴのスタート予定時刻も同時

に記入される。原則としてチェックイン時刻の３分後とする。 

③ その後、競技車両は速やかにＳＴ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、ＳＴの実際のスタート時刻（通常は上記②の予定時刻と同じ）を記

入する。その後、第26条に定められたスタート手順に従ってスタートさせる。 

④ ＳＴ直前のＴＣに、２組以上のクルーが同じ時刻にチェックインした場合は、ひとつ前

のＴＣの通過順に準じてＳＴの暫定スタート時刻を与える。もし、そのＴＣの通過時刻も

同じである場合は、さらにその前に従うものとし、以下同様とする。 

⑤ ＳＴフィニッシュ後、競技車両はストップポイントにてフィニッシュライン通過時刻

と、続くロードセクションのスタート時刻の記入を受ける。ロードセクションのスタート

時刻は、ＳＴのフィニッシュライン通過時刻の次の分とする。 

 

【第24条】 リグルーピングのコントロール 

【24.1】 ルート沿いにリグルーピングエリアを設置することがある。その出入口はＴＣ同様の方法で規

制される。 

【24.2】 リグルーピングのコントロールに到着したら、クルーはスタート時刻の指示を受ける。それか

ら速やかに車両をパルクフェルメ内に進入させること。パルクフェルメで指示された場所に停車

したらエンジンを停止すること。 

【24.3】 リグルーピングエリア内では外部バッテリーでエンジン始動が行えるが、その後当該競技車両

にそのバッテリーを搭載してはならない。 

 

【第25条】 コントロールに関する失格規定 

【25.1】 クルーは指示された順序に従って、かつルートの進行方向でチェックインすることを義務付け

られ、違反した場合は失格となる。 

【25.2】 下記の場合、当該車両は失格となる。 

①  各ＴＣの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。 

②  各セクション（レグ）において、ロードセクションの遅着合計が３０分を超えた場合。 

【25.3】 いかなる場合も遅着時間と早着時間との差し引きは行われず、それぞれが独立してタイムペナ

ルティの対象となる。従って、遅着時間の合計に早着時間は含まれない。 

【25.4】 競技会審査委員会は、競技長の提案があれば失格となる基準時間を増やすことができる。その

場合、該当するクルーには速やかに通知される。 

【25.5】 上記25.2による失格は、セクション（レグ）の終了時点で発表する。 



 

- 15 - 

 

【第26条】 スペシャル・テスト・区間（以下ＳＴ区間）【含むオート・テスト（以下ＡＴ区間）】 

【26.1】 ＳＴ区間の計時は秒単位で行われる。 

【25.2】 クルーがＳＴ区間を逆走することは禁止される。違反した場合は失格となる。 

【26.3】 ＳＴ区間のスタートは、スタンディングスタートとする。競技車両はエンジンのかかった状態

でスタートライン上に停止し、スタートの合図を受ける。合図が出されてから２０秒以内にスタ

ートできない場合、当該車両は失格となり安全な場所へ速やかに移動される。 

【26.4】 ＳＴ区間のスタート 

① スタートコントロールの競技役員は、クルーから提出されたタイムカードに当該車両のス

タート時刻を記入し、これをクルーに返却する。その後クルーに充分聞こえる大きな声で 

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。 

② 最後の５秒が経過した瞬間に、スタートの合図が出される。競技車両はこれに従って速や

かスタートしなければならない。 

【26.5】 ＳＴ区間のスタート時刻は、不可抗力が生じた場合に限り担当競技役員によってのみ遅らせる

ことができる。 

【26.6】 クルーまたは競技車両に起因して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分の罰則が課される。 

【26.7】 ＳＴ区間基準時間 

① 各ＳＴ区間には、オーガナイザーによりあらかじめ基準所要時間(分単位)が設定される。 

② 各ＳＴ区間において基準所要時間から１５分を超えてフィニッシュした場合（超過時間の

算出は分単位[分未満切り上げ]とする)失格となる。 

③ 各セクション（レグ）ごとにＳＴ区間基準時間からの遅れが合計３０分を超える場合は失

格となる。 

④ 競技会審査委員会は、競技長の提言があれば失格となる基準時間を増やすことが出来る。

その場合、該当するクルーには速やかに通知される。 

⑤ ＳＴ区間において競技車両がコースを塞ぎ、後続の競技車両が通過できない場合は、以下

の処置とする。コースを塞いだ競技車両は失格となり排除される。後続の競技車両はＳＴ区

間のフィニッシュまで安全かつ速やかに進むこと。 

【26.8】 反則スタートを行った場合（スタートの合図よりも前に車両が前進した場合）、その行為はた

だちに競技会審査委員会に報告され、下記のタイムペナルティが課せらる。 

最初の違反：１０秒 

２回目の違反：１分 

３回目の違反：３分 
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上記を超える違反は競技会審査委員会の裁定による。また競技会審査委員会は、必要な場合

に上記罰則を更に重くすることができる。 

【26.9】 ＳＴ区間のフィニッシュはフライングフィニッシュとする。黄色地の予告標識から停止標識

“ＳＴＯＰ”までの間は停車が禁止され、これを遵守しない場合は失格となる。計時を行う競

技役員は、フィニッシュライン（赤色地にチェッカーフラッグの図柄の標識で示される計時基

準線）と同一垂直面上に配置され、競技車両の先端が横切った瞬間を計時する。 

【26.10】 ＳＴ区間のスタートにおいて、指示されたスタート時刻またはスタート位置に従わないクルー

に対しては、競技会審査委員会は競技長の提言に基づき、１０分のタイムペナルティを下限と

し失格を上限とする罰則を課す。 

【26.11】 フィニッシュライン通過後、競技車両は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）の記入を受ける。またストップポイントのライン（STOP標

識）を越えて停止する事は認められない。違反の場合には失格を上限とした罰則を課す。 

【26.12】 ＳＴ区間においてクルーの過失により時刻の記入が行えない場合は、下記の罰則が課される。 

スタートにおける場合：失格ストップポイントにおける場合：５分のタイムペナルティ 

【26.13】 ＳＴ区間において参加者の意思による不出走の場合は、下記の罰則が課される。 

当該テスト区間に全クラス出走者の中で、最も遅いタイムに1秒加えて与える 

【26.14】 ＡＴ区間において競技車両がコース設定されたパイロン等に接触および不通過の場合は、下記

の罰則が課される。 

パイロン不通過：失格 

パイロン接触：１回につき３秒のタイムペナルティ 

【26.15】 ＳＴ区間においては、いかなる援助を受けることも禁止される。本規定に違反した場合、競技

長の提言に基づき競技会審査委員会は当該クルーを失格とすることができる。 

【26.16】 ＳＴ区間の中止 何らかの理由により、全競技車両が走行を完了する前にＳＴを中止した場合

は、クラス成立の可否を含め競技会審査委員会の決定に従い、全参加者に対し理由を付した公

式通知を以って速やかに通知する。 

【26.17】 競技クルーの安全 

① ＳＴ区間で競技車両がやむを得ず停車した場合、クルーはその場所から少なくとも５０ｍ

手前の目立つ場所と、停車した競技車両の直前に反射式の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ばならない。 

② 救急医療措置が必要な負傷を負っていない場合は、ロードブックの“ＯＫ”ページを少なく

とも３台の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があれば、それ

らに対しても同様に提示すること。 
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【第27条】 パルクフェルメ 

【27.1】 下記がパルクフェルメ規制の対象となり、いかなる整備、修理、燃料補給も禁止される。本規

定に違反した場合には失格となる。 

① コントロールエリアに進入した瞬間から退出するまでの間。 

② ラリーの終了地点に到着した瞬間から、競技会審査委員会が車両保管の解除を認めるまでの間。 

③ スターティングエリアまたはリグルーピングエリアに進入した瞬間から退出するまでの間。 

【27.2】 パルクフェルメを監視する競技役員以外はパルクフェルメに立ち入ることは認められない。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はこの限りではないが、常に当該競技役

員の監視下に置かれることとする。 

【27.3】 スターティングエリア、リグルーピングエリアについては、クルーは自車のスタート時刻の１

０分前にパクフェルメに立ち入ることができる。また、リグルーピングの停車時間が１５分以内

の場合は、クルーはリグルーピングエリアに留まることができる。 

【27.4】 パルクフェルメへの搬入、搬出、およびパルクフェルメ内での移動のために車両を押すことが

できるのは、担当競技役員および当該クルーのみとする。パルクフェルメ内では外部バッテリー

でエンジン始動が行えるが、その後当該競技車両にそのバッテリーを搭載してはならない。 

【27.5】 競技車両の破損が著しく、技術委員長が道路運送車両の保安基準に適合しないおそれがあると

判断した場合、当該車両は技術委員長またはその代理指名を受けた競技役員の立ち会いのもと、

指示された部分のみの修理をしなくてはならない。 

【27.6】 上記２７．５のために予定時刻通りパルクフェルメを退出できない場合はコントロールへの遅

着とみなされ、１分（１分に満たない時間は分単位に切り上げる）につき１分のタイムペナルテ

ィが課され、当該クルーには新たなスタート時刻が与えられる。 

【27.7】 例外的な措置が必要な場合、技術委員長又はその代理指名を受けた競技役員の許可および立ち

会いのもとで、クルーはスターティングエリア、リグルーピングエリアまたは、レグ終了後の車

両保管場所に停車している間に、フロントウインドウおよびリアウインドウを交換することが認

められる。この場合は、外部の援助を受けても構わない。 

【27.8】 上記２７．７のウインドウ交換を行うにあたり車体またはロールバーの修復が必要となり、外

部の援助を受けてその修復作業を行った場合は、タイムペナルティーが課せられる。 

【27.9】 上記２７．７および２７．８の修理は自車のスタート時刻前に完了されていなければならず、

これを過ぎた場合は上記２７．６が適用される。 

【27.10】 競技車両をパルクフェルメに停車させたら、クルーは速やかにエンジンを停止してパルクフェ

ルメを退出しなければならない。クルーおよびチーム関係者がパルクフェルメに再入場すること

は許されない。 
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【第28条】 オフィシャルタイム 

【28.1】 計時はすべてオーガナイザーの所持する時計により行う。ラリー全体を通して使用する公式標

準時刻はNTT（電話１７７）の時報による日本標準時刻とする。 

【第29条】 競技結果 

【29.1】 競技結果はＳＴ区間で記録された所要時間と、ＲＴ区間およびロードセクションその他で課せ

られたタイムペナルティを合計して決定される。 

① 暫定最終結果：当該ラリー終了後発表される暫定結果。 

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

該ラリーの公式結果。 

【29.2】 複数のクルーの最終成績（ＳＴ区間の所要時間とすべてのタイムペナルティを合計した時間）

が同じである場合は、最初のＲＴ区間もしくはＳＴ区間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は２番目以降のＲＴ区間もしくはＳＴ区間の結果

を順次比較して決定する。 

【第30条】 タイヤ交換 

【30.1】 タイヤ交換はサービスパーク以外で行なってはならない。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と

パルクフェルメは除く）。この場合、外したタイヤは必ず車両に積んで持ち帰ること。また、ス

ペアタイヤの搭載は２本までとする。 

【30.2】 タイヤ交換に関する違反があった場合、競技会審査委員会の裁定により罰則が課せられること

がある。 

【第31条】 整備作業（サービス） 

【31.1】 整備作業（サービス）の行為はオーガナイザーの指定した場所、時間帯に限り行うことができ

る。 

【31.2】 整備作業を公道上で行うことは禁止する。本規定を遵守しない場合は競技会審査委員会の裁定

により失格を上限とした罰則が課される。 

【31.3】 整備作業を行うことができる者は、当該車両のクルーおよびオーガナイザーが認めた作業員と

する。 

【第32条】 リタイヤ 

【32.1】 競技から離脱した場合は直ちに最寄りの競技役員にリタイヤ届けを提出すること。提出が不可

能な場合は電話等の手段で競技会事務局に連絡すること。 
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【第33条】 罰則 

【33.1】 競技参加者に於いて以下の行為をしたことがオーガナイザーに確認された場合に、失格を上限

とする罰則を与える。 

【33.2】 対人あるいは対物事故を起こしたとき。 

【33.3】 道路交通法に違反したとき。 

【33.4】 リタイヤの申告をせず競技から離脱したとき。 

【33.5】 走行マナー及び競技者としての態度や品行に問題があるとき。 

【33.6】 タイムカードまたはコントロールシートを改ざんしたとき。 

【33.7】 車両規則違反が発見されたとき。 

【33.8】 競技車両またはその構成部品に施されたマーキングや封印等に手が加えられたり、それらが失

われたりしたとき。 

【33.9】 競技中に、クルーまたは車両を変更したとき。 

【33.10】 参加者または関係者間で不正行為が行われたとき。 

【33.11】 その他競技役員の重要な指示に従わなかったとき。 

【33.12】 競技中、車両が著しい損傷、欠陥等、保安基準に合致しなくなり競技役員からリタイヤを勧告

されそれに従わないとき。 

【33.13】 参加申込書に虚偽の申請があった場合。 

【33.14】 第１７条の１７.１、１７.２、１７.４、１７.８、１７.１０、そして１７.１４に違反した場

合。 

【33.15】 第３０条に違反した場合。 

【33.16】 コントロールへの逆入および指定コースを走行しなかったとき。 

【33.17】ＲＴ区間内またはＩＴＣ（ＲＴ区間フィニッシュ）発見後、時間調整と見なされる停車あるい

は徐行により、他車への妨害をしたとき。 

【33.18】 各諸規則、本規定ならびに競技会特別規則書に関する重大な違反があったとき。 

【第34条】 競技内容の変更 

【34.1】 競技中、公式通知によって前出の指示と異なる新たな指示が与えられた場合は、そこに明示さ

れた範囲に限って新たな指示のみ有効とする。 

【34.2】 特別規則書に記載されない競技運営に関する実施細則および参加者に対する指示事項は公式通 

知によって示す。公式通知に記載の内容はそれの示す範囲においてすでに示されたすべての指示

に優先する。 
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【第35条】 競技会の中止、延期、取り止め、打切り 

【35.1】 保安上または不可抗力による事情が生じた場合は、競技会審査委員会の決定によって競技を中

止または延期、途中取り止めることができる。 

【35.2】 オーガナイザーは参加申込み締め切り後、参加台数が４台に満たない場合は競技を中止または

延期することができる。 

 

【第36条】 損害の補償 

【36.1】 参加者は、参加車両およびその附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

の責任を自己が負わなければならない。参加者は、オーガナイザーならびに競技役員が一切の損

害事故の責任を免除されていることを了承しなければならない。 

すなわち競技役員はその役務に最善を尽くすことはもちろんであるが、万が一参加者の負傷・

死亡・その他車両の損害賠償などに対して、オーガナイザーならびに競技役員は一切補償責任を

負わない。 

【36.2】 参加者が競技中に起こしたオーガナイザーならびに競技役員車およびその器材との事故は、い

かなる場合も参加者が責任をもって賠償するものとする。 

 

【第37条】 抗議 

【37.1】 参加者は自分が不当に処遇されていると判断するときに、これに対して抗議する権利を有す

る。ただし本総合規則および特別規則に規定された、参加拒否・審判員の判定・スタート順位お

よび道路状態に対する抗議は一切受け付けない。 

【37.2】 抗議申し立ては文書によって行い、抗議料として１件につき１０,０００円を添え、競技長を経

て競技会審査委員会に提出されなければならない。抗議料はその抗議が認められた場合にのみ返

還される。 

【37.3】 競技に関する抗議は、競技者のゴール到着後３０分以内に文書にて提出されなければならな

い。ただし、タイムカードの記入事項に関する抗議はそれが交付された地点で１分以内に口頭で

行い、記入事項の訂正を受けた場合には、そのポスト責任者の署名を得たもののみ有効とする。 

【37.4】 車両検査に関する抗議は、判定の直後に文書にて提出しなければならない。 

【37.5】 成績に関する抗議は、暫定結果発表後３０分以内に文書にて提出しなければならない。 

【37.6】 役務に付いている競技役員は、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の義

務と権限を正当に執行できる。 

【37.7】 競技会審査委員会による抗議の裁定結果は、審査委員長により関係当事者のみに口頭で通知さ

れる。競技会当日に、競技会審査委員会の裁定が下されない場合は、その暫定発表の日時・場所
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を発表し延期することができる。尚、抗議は１件につき代表者１名として上記の手続きを取らな

ければならない。 

 

【第38条】 権限の委譲 

【38.1】 本競技会に於いて一部の競技役員は、競技長および技術・コース・計時の各委員長の権限委譲

を受けることができる。 

【第39条】 賞典 

【39.1】 各クラス１位ドライバー、コ・ドライバー、トロフィーまたは楯・副賞。 

その他賞典の内容は各競技会特別規則書にて示す。 

 

【第40条】 シリーズポイント及び表彰 

【40.1】 シリーズポイント： 

① シリーズポイントは各クラス共ドライバー、コ・ドライバーに対し下記のとおり得点を与える。 

１位１００点、２位７０点、３位５０点、４位３５点、５位２５点、６位１８点、完走３点合計得 

点の高い順に順位を決定する。 

尚、出走が２戦に満たない場合はシリーズ表彰の対象とならない。また全３戦中２戦のポイントを 

有効とする。複数名の競技者が同一の得点を得た場合は、上位得点の回数の多い競技者を上位とす 

る。尚、上位得点の回数が同一である場合は、上位得点を早期に獲得したものを上位とする。 

② シリーズポイントは５台以上の出走で正規のポイントを与え、４台以下の場合は下記の通りとす

る。 

４台の場合：１位７０点、２位５０点、３位３５点、４位２５点 

【40.2】 シリーズ表彰は総合優勝においてドライバー、コ・ドライバー両部門を表彰する。 

 

【第41条】本規則の変更及び追加 

【41.1】 本規則書の内容等の変更並びに追加は日付及び番号が入った公式通知により変更するものとす

る。また本規則以外の規定・指示は、各競技会特別規則あるいは公式通知により表示するものと

する。（オーガナイザーまたは審査委員会により発行） 

【第42条】 シリーズ罰則 

【42.1】 第33条の33.2、33.3、33.4、33.8、33.10、33.11、33.12、33.15、および33.17に違反した場

合、本年度のシリーズポイントおよび当該シリーズ参加資格を剥奪する場合がある。 
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【第43条】 シリーズ表彰式 

【43.1】 シリーズ表彰式を行う。日程については後日、書面にて発表する。 

 

【第44条】本規則の解釈 

【44.1】 本規則ならびに各競技会追加特別規則あるいは公式通知の解釈に疑義が生じた場合は、競技会

審査委員会の決定を最終とする。 

【第45条】 本規則の施行 

【45.1】 本規則は２００８年１月１日より実施する。 

 

 


