
■日時・会場
●開催日時 :1997年 9月 28日 (日)雨天決行 |1 受付時間AM8:00～830(時間厳守)

●会  場 :久留米市交通公園 (福岡県久留米市内)

●参カロ費用 :3000円 保険費用含む (昼食別500円)当 日受付にて集金します。

■参カロ資格
※この招待状をこ覧になつた方、ジムカーナの好きな方は誰

“

OKl lBし下記事項をお守りください。

1ジムカーナ走行に8ヽ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、半バン、サンダル履き、グローブ無しは不可です。

2安全かつ楽しく参加していただくため、参カロ者同志は勿論、会場施設、近隣に対する迷惑行為は一切行わない事。

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に限ります。

※

霧電ζ話 鏑 治:現 駆 fttζ暫 児 貿 竜夏夕LttGRAO■
卜六″ 靱 江つ功 に準する、但しタイム指数のない

尋ねの方はチームコスモス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する事がありますのでこ注意下さい。

■申し込み方法・期間について

1参カロこ希望の方は、官製八ガキに下記事項をもれなく記入の上、受付期間内に必ずこ送付下さい。

●郵便番号.住所   0氏 名(フリナガ)  0生 句弓日(満年齢) 0電 話番号   0血 液型

o参力]車両 排気量 oタイム指数(なしヽ方は他の大会などの戦歴をこ記入ください) 0弁 当希望個数

2申 し込みが100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。

翼付期間 :9月8日～ 9月 17日0必 着

■申し込みハガキ送付先及びお問い合わせ先は下記迄。

チームコスモス 代表 :倉光 祐和

本 部 :カワサキシヨツプ松田 内 TEL0 92‐ 843-1019 FAX092‐ 822‐6678
事務局 :〒810福岡市中央区草香江 2‐ 10‐ 26-602(株 )アクセス 内

TEL0 92‐ 712‐ 1805 FAX092‐712-1806
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チーム・コスモスでは、結成以来17年にわたり、オートパイを楽しむ立場から、ツーリングはもちろんのこと、講習会や練習会

の開催、各種競技への参加をしてまいりましたが、昨年に引き続き「ジムカーナ大会」を開催することとなりました ビギナーから

ベテランまでそれぞれのレベルに応じて5クラスに分かれますので参加者のレベルは問いません。ジムカーナをやつたことのな

い人も人種・性lllに関係なく参加OKで丸 尚、本大会は手作りで開催いたしますので、参加者には全員スタッフとして何らかの

協力(自 分が走行してないときに、マーシャル等の大会進行に必要不可欠な仕事)をお願いいたしますので、予めご了承下さい。

また、今大会は全国規模のジムカーナイベント「ジムカーナグランプリ」の本年度第4戦「九州グランプリ」として併催しますので、

遠方からのエントリーも期待されます。自分の実力を試す絶好の機会であり、また、あなたと同様オートパイをこよなく愛する人

たちがたくさん集まってきて、きっと楽しい一日が過ごせるでしょう。皆さんの参加申し込みを心よりお待ちしております。

ボランテイアでスタッフのみ参加の方も募集しておりますので一緒に楽しみたい方もお申し出下さい。

開 催 日 平成9年 9月 28日 (日 ):騒命鱈水時は中止するが●

定

参

〈
〓 場 久留米市交通公園 (筑後川河川敷)

(変更する場合は、申込者へ通知します)

申込期 月9日 ～ 9月 17日 (必着)
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〒810 福岡市中央区草香江210-26-602
榊アクセス 企画・製作室 内

申 込 先 チーム・コスモス事務局
TEL092-712-1805  FAX092-712-1806

本 部 :カ ワサキショップ松田 内  〒81401福岡市城南区鳥飼7 3 18  TEL092-843 1019 FAk092 822 6678
事務局 : 株式会社アクセス 内   〒810福岡市中央区草香江2 111 26 602 TEL092 712-1805 FAk092 712 1806

「チーム・コスモス」は愛好者の団体であり、営利目的ではありません。



整意事項じゃ
。今回は、申込受付期間が特に短いので早めに申し込んで下さい。

。本大会は、ジムカーナグランプリの本年度第5戦であり、年間ランキングポイントの対象となる大会です。

・走行クラスは、初参加者がAクラス、続いてB・ C・ D・ Eクラス(上級者がE)となりますが、参加者のレベル分布やその他

の理由により主催者が一方的にクラス割を変更する場合がありますので予めご了承下さい。

。当方が申込を受理した後、「受理ハガキ」を送付します。 9/25日 までに「受理ハガキ」が届かないときは、お手数です

が確認のため当方の事務局までご連絡下さい。

・昼食の弁当注文は希望者のみですが、当日の進行状況によっては、昼休みがカットされるか短くなる可能性がありま

す。参加者にはスタッフをしてもらう関係上、昼食時に会場外へ買い出しに行くことができない場合があります。自力で

昼食を準備される方は、朝の受付前に手配を完了しておいて下さい。

。大会前日の午後1:00より「前 日練習会」を予定しております。予約は不要ですが

参加料として、

大会にエントリーされている方 ……… 500円
前 日練習会のみ参カロされる方 ・……・1,000円

を徴収します。(予算の都合上、大会運営費にあてますのでご協力下さい)

大会の運営には下記のような釘胴Fが必要と思われます。希望するSTAFF名 を参加申込書の該当欄へ記入して

下さい。希望に添えない場合もありますので予めご了承下さい。未記入の場合は主催者側で割りあてます。

タイム集計

易内整 スターター

匠 目 コースマーシャル

レースクィーン

大会当日には会場の設営や撤収作業にもご協力下さい。

※上記項目の「プロ」もしくは「まかせなさ～い」という方がおられましたらその旨申込書に記入して下さい。
※上記項目以外でも、必要と思われるものがありましたら申込書に記入して戴けたら幸いです。

鱚
鑽

協賛・協力 (1煩不同 敬称略)

大成火災海上保険い
日本ベーリンガーイングルハイムい
東洋信託銀行 福岡支店
東京海上火災保険④
三井海上火災保険籟
い大石ゴム
∞カワサキモータ=スジャバン 福岡支店
久留米市
西福岡地区二輪車安全普及協会

パイカーズワールド福岡

酬 増雲
正晃株式会社

ALWAYS 環機のあいしん

″ 口 NL″

STREET BOMBER

JTC カワサキショップ松田

雛5東洋商事

株式会社アクセス酔 鞭 asrrar



本大会は、GRAジムカーナグランプリの本年度第4戦との併催であるため、その共通
レギュレーションを採用しております。(.97ジムカーナグランプリコ輌レギュレーション )

参加者はその主旨をご理解の上、制限違反のないよう点検・整備を行い、大会に臨ん
で下さい。但し、「※」印以降の制限緩和は、本大会のみ有効です。

■主旨  このジムカーナグランプリ全国シリーズ戦においては、ジムカーナを一般社会からの偏見を受
ける事なくより正しく認知し‐ らう為と、誰もがより参加しやすく参加者間での不公平感をより少
なくする為|』車輌レギュレーション』を採用しています。
主なポイントは動力性能と基本構成部品そして外観を、基本的に市販状態またはそれに近い

状態に保つ点にあります。 どうぞご理解の上ご参加下さいますよう、よろしくお願いいたします。

■制限の内容

1エンジン関係…
碁ぇ釜絆イビ導と2]ぶ

ブレタ からエンジン本体、そしてマフラ までの部品
晏どのある部品への交換および加工が加えられていな

い事。
例)JMCA認定マフラーヘの交換や、車載コンピューターのROMの書き換えも

認められません。

2タ イヤ̈■…證濡梶公判
公夕用タイヤである事。

レ期タイヤまたは特別
'レ

ービングなどのカロエをカロえたタイヤでない軋

レギュレーション

3ハ ン ドフレ… 1-

4ホ イー ル  ¨

5フレーム関係¨¨

6保安 安全装備…

7例 外 規 定… …

市販状態とハンドル取り付け形式が同じである事。

例)セパレート型ハンドノ場 ら`ノソ プハンドルヘの変更やその逆は認められま
せん。

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。

(」WL規格合格品の事)

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
は大幅なカロエカ功口えられていない事。

ヘッドライトメーター テールランプ等の保安部品を取り外さない義 (バックミラ
ーを除く)またブレーキやクラッチレバーの切断も認められません。

a同一型式で互換性のある車輌の部品交換は基本的に認める。
b市販状態のままであっも 、走行上で安el■に問題のある場合、また排気音
および走行音が許容範囲を超えていると判断される場合には、走行は認めら
ぼょ0ヽ。

c上記項目およ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や解釈を下せ
るものとする。

出走者の装備について

TEAM COSMOSで は、本年度より全ての練習会・講習会等にプロテクターの着用を
義務づけております。本大会でも転倒が多少予想されますので、出走者には以下の
装備着用を義務づけます。

1 ヘルメット …  耳・後頭部まで帽体があるタイプを着用すること。

(ジェット型又はフルフェイス型であればOK)
顎ひもを必ず締めること。

指先まであるタイプ(途中から指が露出するタイプは不可)を着用すること。

できれ|シ イヾク用でプロテクターがついているタイプが望ましい

軍手や薄いtirの物はあまりよろしくない。

くるぶしから上10酬以上の高さのあるタイプを着用すること。(普通のバイク用な
らオン・オフ用どちらもOK)作業用の安全靴でもこの条件を満たせばOK
ライデレングシューズでの出走は、避けてはしい。

膝・肘には必ず硬いガードの付いたプロテクターを着用すること。
ノ`イク用が望ましいが、ローラースケートやスケボー用のプロテクターでもOK

必ず長袖・長ズボンを着用すること。(常識)

皮ツナギ・皮パンツ・モトクロパ´ツ等は大歓迎。

ショルダーパット・脊椎パット等の着用も歓迎します。

タイム指数の出てない方(ジムカーナ初心者・GRA等の大会初参加者)

の特例とは?

・」Mこ累 定マフラーは特に排気音が大きな場合を除いてOKとする。
(更に改造してある場合や、直管は不可)

・吸気系のうちエアクリーナー取り外しは不孔 また、転倒時に燃料が流出しやすい
場合も不可。

・ハンドル取付形状は制限無し (明 ら力ヽこ危険な場合を除く)

注意事項

※特例により出走した場合、GPポイントの対象外になる。
※この特例は本大会でのみ採用しているので、他の大会では通用しない。
※初出場の1回限り特例を認めているので、次回からは通用しない。

※ タイム指数の出てない方(ジムカーナ初心者・GRA等の大会初参加者)は特例として(できる
だけ多くの方に参加していただき、改造に対する主催者側の考え方を知っていただくため)、

上記のレギュレーションを緩和して走行を認める場合もありますので、右記補足以外の項目で
該当する方は事前に主催者へお問い合せ下さい。(但し、CPのポイント対象外となります)

解釈上不明瞭な点やよく解からない方は、チームコスモスヘお問い合わせ下さい。


