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第 194 回 JMRC 東北運営委員会議事録
１．日
２.

時︓

2021 年 11 月 27 日（土）13 時 15 分 ~15 時 35 分

ZOOM を利用した WEB 会議

３．出席者︓ 小野運営委員長
桑谷委員

日向委員

古川委員（青森）岩渕委員

星委員（宮城）谷津委員（福島）大谷レース部会長

柳本事務局長
４．議

仲野副運営委員長

委任状出席︓鶴ケ谷委員

植松ジムカーナ部会長

山本ラリー部会長

伊藤正徳委員

濱道委員（岩手）

立川ダートトライアル部会長

伊藤久委員

題︓

第 1 号議案

第 193 回運営委員会議事録（案）の確認

第 2 号議案

東北モータースポーツ表彰式について

第 3 号議案

2022 年度のコロナ禍施策について

第 4 号議案

報告

各専門部会

各県支部

その他
5．議

事︓

小野運営委員長が議長となり議事を進行
第 1 号議案

議事録案通り承認

第 2 号議案
小野運営委員長より

12/12 開催予定であったが JAF 側でイベントの延期により準備が出来ないため 1 月 16 日か 23

日に変更出来ないかと申し入れがあり、会場側の都合から 1 月 23 日を仮押さえしたと報告があった。
日程・方法等について審議を行ったが、12 月 8 日の JAF 及び会場側との打ち合わせ後（小野運営委員長・柳本事務局
長出席）に 12 月 11 日 13︓00 から再度運営委員会を開催して決定することにする。
第 3 号議案
来年度の年会費については従来どおりに戻す方向で、主催クラブへの補助金のみ金額等も含めて検討し次回運営委員会
で決定することにする。
第 4 号議案
専門部会報告
レース部会

大谷部会長より

カレンダーは全戦開催出来た

スーパー FJ は若干増えておりロードスターは横ばいと

報告があった。
ラリー部会

古川副部会長より

利府ラリーのみ開催出来た

2022 年度は 1/8-9MSC あきた

1/29-30 どんぐり

6/25-26 どんぐり（地区戦）7/16-17 弘前 8/20-21 横手（地区戦）10 月利府ラリー（詳細未定）を開催予定。
クラス区分は東日本と同一

シートベルトは５P ６P の推奨

オールスター戦は手を挙げる地区があれば開催する

モスラ用の無線免許をオーガーナイザーで 1 名は取得して欲しい（JMRC 総会の前日に講習会検討中）
オールスターラリーの援助金を参加選手にお渡ししたと報告があった。
ジムカーナ部会植

松部会長より

JAF 戦は最終戦協和、JMRC 戦は岩木山の最終戦以外は開催出来た。来年も例年ど

おり 7 戦開催（菅生 3 戦・エビス 1 戦・協和 2 戦・MSP1 戦） JAF カップには 7 名参加し地区対抗戦で優勝した。ク
ラス区分は変更なしと報告があった。
ダートトライアル部会

立川部会長

2022 年度は地区戦は全 7 戦
共済部会

柳本部会長より

全６戦すべて開催出来た

JAF カップには５名参加し北海道と合同チームで 3 位

全日本は丸和と切谷内で開催予定と報告があった。
今年度の共済加入者は 337 名と報告があった。

各県支部報告
青森支部

日向支部長より

オートテスト（八食センター）は参加者 20 名くらいだったが各メディアに取り上げられ

た県シリーズダートトライアルの参加者は 3 戦で 84 名
ず商品発送のみおこなうと報告があった。

地区戦は 65 名の参加があった。県シリーズ表彰式は開催せ

岩手支部

岩渕支部長より

一関市総合体育館でオートテストを開催、JAF ウイメンズモータースポーツと共催した。

大会自体は盛り上がったが女性参加者も減少したので改善して行きたい

CMSC 岩手が切谷内で地区戦ダートトライア

ルを開催、参加者は 28 名だったと報告があった。
秋田支部

立川支部長より

秋田県ジムカーナシリーズは 9 月の協和以外は終了した

最終戦は JAF メディアで取材

を受け現在も HP に掲載中

表彰式は 12 月に検討中と報告があった。

宮城支部

利府ラリーが県内 35 年ぶりに開催された、これをきっかけに競技人口が増えることを願っ

星副支部長より

ていると報告があった。桑谷副支部長より

サーキットトライアルは日程変更して開催した

全日本カートの際にコロ

ナ禍における救急講習会を実施し JAF の HP にも掲載されていると報告があった。
山形支部

仲野支部長より

かと考えている
福島支部

利府ラリーは東北各地からの協力を頂き成功にこぎ着けた。来年も開催出来るのではない

支部会は 1 月中に開催する予定と報告があった。

谷津副支部長

現在福島県内の報告はない

須田支部長の体調が心配である

催しておりエビスサーキットの新コースに期待している

ダートトライアルも SiF が主

今後ラリーの開催も考えていると報告があった。

その他
仲野副運営委員長より

JAF の連絡協議会に参加した

来年の 2 月ぐらいから競技会成績報告書がデジタルになると報

告があった。
柳本事務局長より

JMRC 東北所有のホイヤーの使用クラブも増えている事からバックアップ用にもう 1 セット購入し

てはどうかと提案があった。各専門部会で審議して次回決定することにする。
仲野副運営委員長より

今年の利府ラリーのポイントを来年の東北シリーズに付加してはどうかと提案があった。ラ

リーの見舞金制度の運用やポイント制度について煩雑なところも多いのでラリー部会で再度審議して頂くことにする。
次回運営委員会は 12/11 13:00 から WEB 会議で開催と確認した。

以上で本日の議事を終了し議長は閉会を宣した。
2021 年 11 月 27 日
運営委員長

小野

守平

