
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。
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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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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
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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。


