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お伝えするものであり、規則としての効力はありません 
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★ 概要 ★ 

 

■ラリーの概要 

スペシャルステージラリー。 

総走行距離 約 190km。1 デイ、2セクション。サービスは 1回。 

スペシャルステージは 9本、約 50km。すべてターマック。 

 

■主なスケジュール 

参加申込期間 2013 年 10 月 1 日（火）～15 日（火） 各地区 JMRC 

ﾗﾘｰ部会事務局 

 

レッキ受付  2013 年 11 月 2 日（土）09:00～09:30 森林学習館こもれび 

レッキ  2013 年 11 月 2 日（土）09:30～13:00（予定） 

参加確認  2013 年 11 月 2 日（土）13:00～14:30 森林学習館こもれび 

公式車両検査 2013 年 11 月 2 日（土）14:00～16:00 大佐山 山里の広場 

ﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ・ｳｪﾙｶﾑﾊﾟｰﾃｨｰ 2013 年 11 月 2 日（土）18:00～20:30 大佐 B&G 海洋ｾﾝﾀｰ 

 

ラリースタート 2013 年 11 月 3 日（日）07:31 大佐山 山里の広場 

ラリーフィニッシュ 2013 年 11 月 3 日（日）14:45（予定） 大佐 B&G 海洋ｾﾝﾀｰ 

表彰式  2013 年 11 月 3 日（日）17:30～ 大佐 B&G 海洋ｾﾝﾀｰ 

   ※ラリー当日の日の出・日の入り予定時刻は 6:26、17:09 です。 

 

■HQなどの場所 

競技会本部（HQ）     森林学習館こもれび   岡山県新見市大佐小阪部2236-1 

スタート・サービスパーク（SP）大佐山 山里の広場  岡山県新見市大佐小阪部2236-1 

※SPは未舗装です。HQとSPは隣接しています。 

ウェルカムパーティー・     大佐B&G海洋センター  岡山県新見市大佐小阪部2248-1 

ブリーフィング・フィニッシュ      ※ゴール後、シャワーの利用ができます。 

 

■オーガナイザー（お問合せ） 

チェリッシュモータースポーツクラブ（Ｔ．ＣＨＥＲＩＳＨ）  代表：田口 盛一郎 

岡山県倉敷市福江533-6 ＴＥＬ：086-485-1866  ＦＡＸ：086-485-1867 

E-Mail：club@cherish.co.jp ＵＲＬ：http://www.cherish.co.jp/
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★ エントリー ★ 

 

■参加申込 

参加申込期間は10月1日（火）～10月15日（火）です。 

競技会特別規則書および参加申込書は準備が整い次第ラリー公式ページにて公開します。 

 

■エントリー費用 

参加料（ｻｰﾋﾞｽ車両登録証1台、ｳｪﾙｶﾑﾊﾟｰﾃｨｰ参加費２名含む。）   ６０，０００円 

※参加者に与えられるスペースは 5x7m。レッキ参加費を含む。宿泊費は含まない。  

ウェルカムパーティー参加費（追加１名につき）   ３，０００円 

サービス車両登録費（追加１台につき。5x7mのｽﾍﾟｰｽが追加される） ３，０００円 

   ※サービスパーク内に進入する車両はサービス車両登録が必要です。 

   ※サービスパークにサービス車両を駐車する場合、与えられたスペース内に置いて 

ください。与えられたスペース内に駐車できない車両は、サービスパーク外の 

駐車場に移動していただきます。 

   ※サービスパークの近くに駐車場があります。 

 

■参加車両 

ＲＮ、ＲＪ、ＲＦ、ＡＥおよびＲＢ車両。マフラーの交換は車検対応品に限ります。 

なお、ＲＢ車両については４点式以上の安全ベルト、６点式以上のロールケージおよび２．

０ｋｇ手動消火器の搭載が義務付けられます。 

 

■タイヤ制限 

使用できる種類（パターン）は、Ｓタイヤを除くラジアルタイヤおよびラリータイヤ（マ

ッド＆スノー）です。 

 

■クラス区分（過給換算（過給器係数１．７）後） 

Ａクラス ：１，５００cc以下のAE以外の車両およびAE車両 

Ｂクラス ：１，５００ccを越え３，０００cc以下のAE以外の車両 

Ｃクラス ：３，０００ccを越えるAE以外の車両 
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■サービス 

サービス員の登録は不要ですが、サービス員でウェルカムパーティーへの参加を希望され

る場合は、参加申込時に「ウェルカムパーティー参加費」を添えてお申し込みください。 

サービスパーク周辺にスーパー・コンビニなどはありません。必要なものは事前にご準備

ください。 

全てのゴミは各自でお持ち帰りください。みなさまのご協力をお願いいたします。 

 

■昼食用お弁当の販売 

2 日（土）および 3 日（日）の昼食用お弁当を希望される方は、申込明細書にて事前申込

をしてください。当日および直前の注文はお引き受けできませんのでご留意ください。 

 

 

★ 宿泊・交通 ★ 

 

■宿泊予約 

オーガナイザーにて確保した会場周辺の宿泊施設をご利用いただけます。 

対象の宿泊施設は、ラリー公式ページにてご案内いたします。 

 

■アクセス 

HQ・SP およびウェルカムパーティー会場は新見市大佐にあり、最寄は中国自動車道・大佐

スマート IC です。 

※大佐スマート IC 

利用時間：   6 時 - 22 時 

利用対象車： ETC 車載器を搭載した軽自動車、普通車、中型車（車長が 8.5m 以内のもの） 

 

 

★ 中国・四国ラリーシリーズ参加者のみなさまへ ★ 

 

■シリーズポイントが加算されます 

2013年中国・四国ラリーシリーズ第１戦～第5戦のいずれかに参加された方がチェリッシュ

つちの子ラリーinおおさ2013に参加される場合に限り、成績にもとづきシリーズポイント

が加算されます。 
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★ ラリー参加者のみなさまへ ★ 

 

■アルコールチェックを実施します 

ラリー当日、クルーに対しスタート前にアルコールチェックを実施します。スタート時刻

の10分前までにアルコールチェックを受けてください。なお、呼気からアルコールが検出

された場合、出走できませんのでご注意ください。 

 

■公式車両検査で確認する項目 

 競技会特別規則書3.7にて規定したクルーの装備品および競技車両の搭載品 

 フロントガラスに車検ステッカーが貼り付けられているか 

 エアクリーナーが純正品または純正同等品であること 

 消火器の使用期限                など 

 

■公式車両検査で行うボンネットの封印について 

公式車両検査にてボンネットに封印を行い、スタート時に封印が破損していないことを確

認します。ただし、何らかの事情により封印がスタートまでに破損してしまった場合には、

スタート時刻の 40 分前までに技術委員長に申し出て、再封印を受けてください。 

 

■公式車両検査の前に 

公式車両検査および再封印を受ける車両は、エアクリーナーがすぐ確認できるようあらか

じめ準備しておいてください。 

 

■ラリー保険 

ラリー保険は以下３パターンから選択してください。 

参加者にて加入 保険証券または申込書と領収書のコピーをご提出ください 

オーガナイザーが 

用意した保険に加入 

補償：対人 5000 万円、対物 00 万円（免責 10 万円） 

オーガナイザーより保険料をご連絡しますので、参加確認時にお支

払いください ※保険料の例は別表を参照のこと 

JMRC 中国ラリー共済 

に加入 

補償：対人 400 万円、対物なし 

ラリー共済誓約書とJMRC中国・四国会員の方は 3,000 円、それ以外

の方は 5,000 円を添えてお申し込みください 

 

■参加受理の確認 

10 月 26 日（土）公式ページにて発行予定のエントラントリストにてご確認ください。 
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★ ラリーファンのみなさまへ ★ 

 

■ギャラリー観戦場所は１箇所 

チェリッシュつちの子ラリーinにいみ2013では、9SSを予定していますが、このうちSS１・

２／４・５／７・８（SS４・５および７・８は１・２の再走）にギャラリー観戦場所を設

置します。観戦および指定駐車場のご利用は無料です。 

 観戦場所は中国自動車道・新見ICから車で約20分の場所にあります。 

 指定駐車場から観戦場所まで、SS２・４・７でラリーカーが実際に走る舗装路を 

約10分歩いていただく必要があります。 

 このため、ラリー進行の都合により、観戦場所への入退場時間を制限します。 

 観戦場所には簡易トイレを設置しますが、売店などの施設はありません。 

飲みもの・食べもの・雨具などは各自でご用意ください。 

 ゴミはお持ち帰りください。 

 ラリー競技には危険が伴います。安全確保と円滑なラリー進行のためオフィシャル

の指示に従ってご観戦ください。 

 

■サービスパークへの入場について 

サービスパークに通ずる大佐山登山道は、SS 進行の都合により通行できない時間帯が発生

します。ご注意ください。 

サービスパークへの入場制限はありませんが、安全確保と円滑なラリー進行のためオフィ

シャルの指示に従ってください。 

サービス中はラリーカーの通行やメンテナンス作業が頻繁に行われます。周囲に注意を払

い、ラリーカーやメカニックには近づかないようお願いします。 

 

観戦場所・通行可能時間帯などの詳細は、準備が整い次第ご案内いたします。 
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★ ラリー公式ページ ★ 

 

■今後の情報公開は公式ページで！ 

www.facebook.com/CherishTsuchinokoRally

 

■オフィシャル募集 

ラリーの運営にご協力いただける方を募集しています。 

詳細は上記公式ページをご覧ください。 

※オフィシャル参加者は＊必ず＊オフィシャル登録フォームを提出してください。 

登録フォームは記入式になっています。必要事項を記入し、ファイル名を氏名に変更して 

事務局に送付してください。 

ダウンロードできない方は事務局にご連絡ください。用紙を郵送にてお送りします。 

 

 

★ ラリー保険料の例 ★ 

 

■オーガナイザーが用意するラリー保険に加入希望の方へ 

参加申込明細書のラリー保険欄の「オーガナイザーが用意した民間保険会社によるラリー

保険に加入する」にチェックしてください。申込締切後、事務局より保険料をご連絡いた

します。 

 

以下は保険料の一例です。 

 

賠償金額：対人5000万円、対物200万円（免責10万円） 

車種 21歳以上 26歳以上 35歳以上 

ランサー CT9A 53,650円 31,440円 28,250円 

インプレッサ GDB 38,130円 22,440円 20,220円 

インテグラ DC2 35,530円 20,940円 18,880円 

ミラージュ CJ4A 38,130円 22,440円 20,220円 
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