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下記の案内で1京都CPそして第12回 GRAジムカーナパーテイが開催されます。お早めにお申し込み下さい。

■日時・会場
●開催日:1996年 H月 24日 (日 曜)雨天決行 !! 受付時間熱 1&10～ 845(時間厳守)

●会 場 :日 立 ドライバーズ スクール (京都府乙訓郡大山崎)

●参加費用 :25CXl円 ・保険費用含む (昼食別5CXl円 )当 日受付時にて集金します。

■参加資格
※この招待状をご覧になった方、ジムカーナの好きな方は誰でもOK!但 し下記事項をお守 りください。

1ジ ムカーナ走行にふさわしい安全な服装である事。

従つて走行時の服装として半袖、半パ ン、サングル履き、グロープ無しは不可です。

2今大会はジムカーナGPに加えGRAジムカーナパーテイ両方の要素も含んでいます 今回のGRAパ ーテイは

もし平安時代の京都でジムカーナ大会を開く事ができたら,と 考えパーテイテーマも『秋の平安CPJ
と題し,皆 さんはタイムマシーンにバイクを乗せ以下の準備をして会場にお越し下さい。

①パーテイカラーは『紫』ですのでアイデアー杯の服装でお越し下さい。

②プレゼントテーマ『平安″ Ⅳレ饉れグッズ』に合わせた15∞円相当のプレゼントと楽しいメッセージをご準備下さい。

3参加車両に制限はありません。あなたの愛車を磨いて参加して下さい。 但し公道を走行するのに適

した装備と整備がされた車両でGRA車輌レギュレーシヨンに合った車輌に限ります。

※車両レギュレーション、またはGPポ イント制度について詳しくお尋ねの方はGRA事務局までお問い合わせ下さい。

4上記を逸脱している方には、主催者の判断により走行停止を命ずる事がありますのでご注意下さい。

■申し込み方法・期間について
1参加ご希望の方は、官製ハガキに下記事項をもれなく記入の上、受付期間内に必ずご送付下さい。

0氏名(フリガナ) ●住所 0電話番号   0参 加車両ツト気量 0生年月日

0血液型 0弁当希望個数  0自己紹介コメント

2申 し込みが150名 を越えた場合、その時点で締め切らせていただきますので、お早めに。

3参加受理後、走行クラスと簡単なプログラムをお送らせていただきます。

受付期限 :11月 16日 (土)GRA事務局必着



1996年 GRAジ ムカーナグランプリを締めくくる

第12回 ジムカーナパーテイーが開催されます。

テーマカラーに身を包み,みんなで楽しむバイクのお祭り。

今回のテーマカラーは「紫」。いにしえより高貴な色とされたカラーを身にまとい
,

鉄馬に跨がつた牛若丸,大迫力の走行を見せる弁慶,

はたまた内に闘志を秘めたかぐや姫となって会場狭しと激走してください。

さあ,普段のレッスンでみがいた腕を,実力を,発揮させましょう。

■日時 。会場
●開 催 日

●受付時間

●会  場

●参加費用

1996年 11月 24日 (日 )

騨 8:10～ 8:40(参加者は受付時間内にお越しください)

日立ドライバーズ スクール (京都府乙訓郡大山崎町)

2500円 (保険費用含む)当 日受付時にて集金します。
※会場付近には食堂施設がありません。房U途 5∞ 円で昼食も用意いたします。
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0コスチコームテーマは?
ジムカーナパーテイーでは毎回決められているテーマカラー,今回はf紫Jです。

みんなのイメージで優雅に,あ るいは力強さを感じさせる服装でお越し下さい。

0み ん な で つく り上 げ るイ ヘ ン ト ′

ジムカーナパーテイの日標には「参力1者全員でイベントをつくり上げ,

何から何まで楽しむことJがあります。そこで参加者の皆さんには

何らかのスタッフ職にご協力いただきたいと思います。

男U紙 「ご案内2」 の「スタッフ構成表Jか ら選んで申し込み用紙に記入して下さい。

● 籠鵬行為はやめましよう ′
上記を逸脱している方には、主催者の判断により走行停止を命ずることがあります

のでご注意下さい。また、他の参加者に対してはもちろん,会場施設、会場近隣に

対する迷惑行為は一切行なわない様に心がけましょう。

■申し込み期間と方法
登録会員および招待者の方:10月 15日～11月 9日 (必着)

同封のI参加申し込み用紙】に必要事項を漏れなく記入のうえ、GRA事務局までご送付下さい。

非登録会員(初参加の方):10月 15日～11月 17日 (必着)
非登録会員の方は 【参加申し込み用紙】をコピーしていただき、必要事項を漏れなく記入のうえGRA
事務局までご送付下さい。 初参加の方も大歓迎 !

申し込みが150名 を越えた場合、その時点で締め切らせていただきます。

申し込み受理後,参加受理票とプログラムをお送り致します。

■クラス分けとゼッケンナンバー
参加者は参加実力とジムカーナでの速さに応じてA～ Eま での5ク ラスに分けられます。

Aク ラス  :今回が初参加で,他の大会なのでの実績も無く、速さがわからない人のクラスです。

B～ Eク ラス :B～Eの各クラスには同じ様 な速さの人たち力藻 まり、誰にでもクラス入賞の可能性が

あり自熱した戦いがくりひろげられることになります。

■営 典
ジムカーナパーテイーでは各クラス入賞者だけではなく, さまざまな賞が設けられています。
ゴールの瞬間まであきらめずがんばってください。

■申し込みハガキ送付先及びお問い合わせ先は下記迄

D」

「
▲

GRA事務局 :小林裕之
〒657兵庫県神戸市灘区楠丘町 6‐ 9-9-201
TEL078‐ 843-8437 FAX078-843-8444

■申し込み及び参加遵守事項

0● m口格は?
バイクが好きな人,ジムカーナに興味のある人は誰でもOK!

0走 行時の目巻は?
走行にふさわしい安全な月風装であること。したがって走行時の

服装として半袖、半バン、サングル履き、グロープ無しは不可です。

● ●m車両は?
車両の種類に制限はありません,あ なたの愛車で参加OKです。 ただし,公道を走行するのに適した

装備と整備がされCRA車両レギュレーションにあつたものに限ります。
※ジムカーナパーテイではCRA車両レギュレーションカ鑓 用されます。「ご案内2Jの 車両レギユレー

ションをご冽照下さい。

0バーテイー檀例ブレゼント′?
ジムカーナパーティの思い出を全員に持つて帰つてもらうため,プ レゼント交換会を行います。
1500円相当のプレゼントと,簡単なメッセージを添えたカードをご用意下さい。プレゼント

テーマは下記の通りです。
※プレゼントテーマ:「憧れの平安アイドルに変身グッズJ平安時代を代表する物語の登場人物
のように素敵になってね1と いう願いをこめたプレゼントをご持参ください。
例えば「かぐや姫のような美しい女性になってねJと 願いをこめ /
コンニャクゼリー1500円分。「牛若丸のような知的さもあふれる

男性であれ」と願いをこめミニ国語辞典。「弁慶のような

たくましい男であつてはしいJと 願いをこめ打ち身用シップ

などなど 。あなたのアイデアでみつくろってください。
ところで牛若丸と弁慶って平安の人 ?

●・ヽ●・



■スタッフ編威憲
●下記の表はジムカーナ バテイーを楽しむために必要なスタッフの

役割です,【参加申し込み書】にはこの表の中から希望するスタッフ職を

選んでご記入下さい。どの役割でもよい方は「何でもO KJと ご記入
くださ。また,過去の参加経験から新しいスタッフの役割名とその

内容をご記入ください。あなたの想像カバ さらに効果的なイベント

を演出します。

■車両レギュレーション
GRAではジムカーナをより多くの方々に知っていただくための活動をしておりますが、一般の

方々から誤解を受けず,競技として正しく認知されるため、さらに競技に参加する方々に不翻 惑

を与えず長く参加していただくために,車両レギュレーションを下言己の内容で制定しています。
この車両レギェレーションはCRA及び関連のジムカーナ運営団体との統一レギユレーションとして

制定していますが、制定に当たってはとくに交通行政の2輪車に対する対応と、モータースポーッ

としての競技性の保持に十分配慮しています。また,ナンバーつき車両でのモータースポーッと

して共通項の多い4輪ジムカーナのレギュレーションを参考にしております。

1)エ ンジン関連
エアクリーナ及びキヤブレターからエンジン本体そしてマフラーまでの部品を、出力向上や

軽量化などの効果のある部品への交換及び加工が加えられていない事。
※all:JM cA認 定マフラーヘの交換や車載コンピューターのROMの書換えや交換も認められません。

2)タ イヤ
誰でも購入可能な一般市販公道タイヤである事、レース用タイヤ又は特別に製作された

タイヤ及びグルービングなどの加工を加えたタイヤでない事。

3)ハ ンドル
市販状態とハンドル取付け形式が同じである事。
※例…セパレート型ハンドルからパイプハンドルヘの変更やその逆は認められません。

4)ホイール …ホイールは市販状態か、または外径が市販状態と同じである事。

5)フ レーム関連
フレーム、スイングアーム、ステアリングステム、フロントフォークなどを変更または大幅な

加エカ勁口えられていない事。

6)例 外 規 定

a 同一型式で互換性のある車両との部品交換は基本的に認める。

b 市販状態のままであっても、走行上で安全性に問題がある場合またはり瞼 普及び走行音が

許容範囲を超えていると.rl断 される場合には走行を認められない。

c 上記の項目及びそれ以外の内容の事であっても、主催者はレギュレーションの基本精神に

照らし合わせ、主催者の判断で臨機応変に対応 摯釈を下せるものとする。

d 上記以外にブレーキやクラッチレバー先端の切断も今年度より認めない。

●レギュレーションの適応イベント
'96年度は年6回 開催のジムカーナ グランプリ及びGRAジムカーナ ′`テイーにおいて適応する。

●ジムカーナGP運営協力団体
★TSRA(東海セーフテイーライダーズ アツシエーシヨン)  ★GRA長野

★HCI C(広 島ジムカーナクラブ) ☆ジムカーナ クラブ舞  ★チームコスモス

《解釈上の不明点はGRA事務局までお問合せ下さい》

ヽ●・

★受付係 ★会計係

★弁当係 ★ゼッケン係

☆車検係 ☆名札係

★競技コース設計孫

★競技コース作成係

★コース保全係

★会場確認係

☆テント設営係

☆電気工事係

★医療係

キスターター孫 ■マーシヤル係

★タイム詢 麻  ★檄

¨ 麻 ★夕魯 識隷

★中間タイム計測係

★司会係 ☆グーム係

★表彰係 ★競技解説係

★PA係 ☆会場装飾説

☆プレゼント係
〇
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96ジムカーナグランプリ ランキング
大予想 !!

さあさあ お立ち会いの皆さん。'96ジ ムカーナグランプ 〕

'の
ポイン トランキングの大予想だ。

1瞑 な人もそうしゃない人もチ ョットおつき合いしてお くれ .

今年一年 日本各地を巡 り廻つたジムカーナグランプ リも残 り 1戦 を残すだけとなり いよいよ

ポイントランキング争いは混沌としてきている。その上  今年は各クラスで年間ランキンクの 1位

になると ナント1お 好みのダンロップタイヤか前後 lセ ットもらえるのだ !ま たランキング 2位

になるとカス トロールオイルの限定サポー トが受けられるし 3位ではJTCの ツーリングセット

がもらえるのたから 3位以内入賞の可能性のある者達は更に熱 く熱 くl●
lえ てしまつている 1!

さて ポイン ト制度について改めてオサライをしておこう。このジムカーナクランプ リでのポイ

ント制の考え方は 速 く走って良い成績を取つた者だけがポイントを獲得するのじゃあなく 1年
間を通 じて頑張つて練習をし どんどんうまくなつた人も高いポイントが獲得てきる仕組みになっ

ているんだ。そう 目立たなくても本当に頑張った人にスボットライトが当たる様になっているか

ら 誰にでもチャンスが一杯あるんだ。

ポイン ト体系は下に書いてある 5つ の内容かあつて CPに 参加する度に頑張 りに応 じてもらえ

獲得ポイントの高かつた4戦 までのポイン トの合計でランキングを争うってわけた。

なお最終戦『 京都 CP』 の会場で|ま  各クラス毎のランキング 1位 を当てるクイズをお昼休みに

行なう。各クラスの 1位 を全て的中させた者には賞品を用意 しているので、この『 大予想』を参考

にあれこれと考えてみよう。きつとジムカーナグランプ リが 100倍 楽 しめるそ。

参加クラス内順位 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

獲得ポイント 30 25 20 15 10 5

総合順位 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

獲得ポイント 7 6 3 1

■タイム指数アップポイント

タイム指数アッフ率 1%以内 3%以 内 3%以上

獲得ポイン ト 10 20 30

■クラスアップポイント …… タイム指数がアップ してクラスもアップした人には ごほうびと

して 1ク ラスアップにつき40ポ イン ト獲得てきる。

ロクラス別順位ポイント

口総合順位でのポイン ト

…… いい成績を取れなくても泣かなくてもいい 一つのヒー トを無事

に完走すると 5ポ イント獲得 .2ヒ ー ト共に完走すると10ポ イ

ント獲得た。

X CPと GPの間にタイム指数をア ップさせた者や クラスアップさせた者には

CPに参加 した時点でそれぞれのポイントを獲得する .

※ 年間シ 1′ ―ズランキングでのクラス分けは 全 CPが終了した時に所属するク

ラスで行う。つまり最終戦てクラスアップをした者 |ま  アップしたクラスでの

ポイント争いをする訳た。

タイム指数 延
小
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■ ttξう勇 風 賃 撃ィント●.‐表を見て籟 ウBク ラスの トッカ いは女の園。班 トッ

る3ξまも富Rli(■
2」

ちでF勇」ξil置圭巌219雫景fVttTを票ξ雷21ζ
`を

F霞喜谷
為::3S獄聡 、勇畠Utt■t、

日
:誓:[::;者 ::[fiれ卜認[18僣篤道覗歌

ているCSF日 下かrィクをね じらせクラス優勝 逆転ポイントを稼 ぐか !ク イム指数から見るとGSFtt Tか

クラス優勝に近いが 上出来すきると
'う

7‐ ″フしてしまい ,1-ス うハンク争いから脱落するジレンマもあ

:そ [あ :美旗兵あi合緯よ」私:曼ぜ畜:亀嵩慇巽L集勇勇魃ri栞↓鼻角ちこξjタィム指数を
7を畠:見]i背ちユ|≦た電真:[メ感繁LI責朧 こ■■亀・き,宅YIで葦

亀
gち

ξlュ 嚢 掃 。ゝ 在げ は総合ポイントリ ーで もある 240r材 のr力■更い怪老

」i:な 1雪牌願鸞4SI躍利y鶉、
美勢71塩128を ιヽ糀 騨管∵

'3彎

賃倉肇軍先燎:;6ξ稽り劣ξ:紹ギi院の

||:ζ彗』巌藩鐘鋏ρ艇鱗戴咆睫釉毀
く ホカホカタールをなためて家に残して参加する新妻の努力 (?)は な くわれ入賞は確実か 1?

Dク ラ ス 予 想 :

:F肇驚等5異督あ昇うふふ7:騰.力:裏婁勇勇辱R「早借贅:こ:繕昴:;lil`解
し

=よでナント155ポ イントも荒稼ぎした福岡の青い稲光 大橋だ 。彼は現在 175rイ パで、彼に続 くランや

り1[I‖誓最翼鉤彙bl耗〔i曜]['i:itthil
て 2ク ラスカフの走 りを見せた若武者」 田ヽがハイクをFZR400RRに チェツシ して入賞争いに迫つて来ている。

恐竜に続 くのは誰だ !

:::fお南li5鑑籐極鍾蠍撻
=黒

:響■5
生 長谷阪か 82ホ イント 元祖自フロス堀越が 74だ イント 走るソクラテス内海が 70ホ イントなどなど 最

終戦で妖怪を破るにはチット荷か重い。でもせめて入賞争いをみんなでしてほしい。
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スアウアだ。高校生 日高 !打倒 岡松だ。

ま と め

以上 簡単な解説と予想をしてみたが 何といつても今年最大の台風の日は第 2の Big l使 い 永

■完走ポイント

その他

タイム指数男1

クラス分け表

'」「
■

原だ。彼の走 リーつて多くの人の順位が変わつてしまうのだから。


