
２０２2 年 JAF オートテストチャレンジ㏌岩⼿・⼀関 
 

統⼀特別規則書 
 
 
  本競技は、⼀般社団法⼈⽇本⾃動⾞連盟（JAF）公認の基に国際⾃動⾞連盟（FIA）の国際モータースポー
ツ競技規則に準拠した JAF 国内競技規則とその付則スピード⾏事開催規定及び本特別規則書に従いクローズ
ド競技として開催される。 
 
第１条 競 技 会 名：２０２２年 ＪＡＦオートテストチャレンジ㏌岩⼿・⼀関 
第２条 競技種⽬   格式：オートテスト（スピード⾏事） クローズド競技 
第３条 オーガナイザー       
                  ⼤会事務局                     ブレストモータースポーツ 代表 岩渕幸弘 
                  参加申込・ 

問合せ先：  ブレストモータースポーツ 代表 岩渕幸弘 
〒029-4424 岩⼿県奥州市⾐川九輪堂３８−３ オートガレージ ブレスト内 

ＴＥＬ／ＦＡＸ ０１９７−５２−３８８３  
E-mail       ag_blest@camel.plala.or.jp 
E-mail       blest1934@yahoo.co.jp                 

第 4 条 開 催 ⽇・開催場所 
2022 年 6 ⽉ 12 ⽇   ⽇曜⽇ 

    ⼀関⼤会 ⼀関市総合体育館（ユードーム、⼀関⽔泳プール駐⾞場） 
            〒029-0131 岩⼿県⼀関市狐禅寺⽯ノ瀬 25-3  TEL 0191-23-8020 

第 5 条 ⼤会役員 
組織委員⻑ 藤村幸雄   副組織委員⻑ 岩渕幸弘     委     員      伊藤正徳・濱道寿幸 
審査委員⻑ ⼩野守平   審査委員         佐々⽊松紀 
競 技 ⻑      岩渕幸弘   コース委員⻑  藤澤 満        技術委員⻑   伊藤正徳 
計時委員⻑ 畑⼭忠彦   事務局⻑        岩渕幸弘 

第 6 条 参加⾞両・クラス区分 
参加⾞両：保安基準に適合したナンバー付⾞両 
クラス区分：１）AT-A       オートマ⾞両、モータースポーツ経験者       

２）AT-B       オートマ⾞両、モータ−スポー参加経験の少ない者（初⼼者） 
      ３）MT-A      マニュアル⾞両、モータースポーツ経験者 

４）MT-B      マニュアル⾞両、モータースポーツ参加経験の少ない者（初⼼者） 
           5 ）ウィメン    ⼥性限定でモータースポーツ経験のない者、⼜は少ない者 ⾞両規制なし 

6 ）体 験    ⾃分の⾞で午後 1 回の⾛⾏になります。尚、賞典外です。 
7 ）同    乗        競技中に同乗される⽅です。 

第 7条 参加資格  １．有効な４輪運転免許証を持っていること。 
（満２０歳未満の参加者は親権者の承諾書が必要です） 

２．道路運送⾞輌法に違反した⾞輌は参加できません。 
第８条 参加台数  ８０台（同⼀⾞両の複数参加を認める） 

午前の部は台数制限あり。当⽇体験参加者を歓迎します。 
※ 競技に参加された⽅は JAF ライセンス（B 級）を申請するだけでライセンスを取得
することが出来ます。但し、申請料は必要になります。 

 
 
第９条 参加料   ⼤会事前申込          \4.000-   ※JAF 会員 500 円割引 

当⽇⼀般参加      ￥4.500-   同乗参加￥500- 
ウィメンクラス  ￥2.000-   体験参加￥1.000- 
※当⽇⼀般参加及びウィメンクラスにはＪＡＦ会員割引はありません。 

                   ※ 申込は FAX ⼜は mail にて期⽇までにお願いします。 
申込期間：   ２０２２年 5 ⽉ 9 ⽇ ⽉曜⽇〜6 ⽉７⽇ ⽕曜⽇ 
申込⽅法：      ⼤会事務局に電話・FAX・メールにて JAF の会員の有無も併せて連絡すること。 

 



第１０条 タイムスケジュール 
参 加 受 付：  ８：５０〜 ９：３０  
当 ⽇ 受 付：  ８：５０〜１２：３０ 
開     会     式：     ９：３０〜 ９：４０ 
ブリーフィング：  ９：４０〜 ９：５０ 

 慣 熟 歩 ⾏：  ９：５０〜１０：１５ 
 1 本⽬⾛⾏開始 ： １０：３０〜 
※⾛ ⾏ 時 間： １０：３０〜１５：００（予定） 
※⾛⾏は基本午前１回、午後１回ですが、当⽇参加の⽅で午後のみの⾛⾏になる場が 
有ります。 

インターバル ： １２：００〜１３：３０（予定） 
※昼⾷＆体験⾛⾏時間 
閉会式＆表彰式： １５：２０〜１６：００（予定） 

第１１条 賞典  
各クラス 1〜3位  
⼀般参加者で⼊賞した⽅には副賞（オーガナイザー賞）を差し上げます。 
⼜、参加者には JAFより参加賞が提供されます。 

第１２条 順位の決定⽅法 
1. 順位はポイントの少ない順に上位とする。同ポイントの場合は、ペナルティの少ないもの、

セカンドポイントの少ないもの、審査委員会の決定によるものとする。 
２．競技は設定されたコースを１回もしくは２回⾛⾏し、各⾛⾏タイム（ポイント）とペナルテ

ィの合計で競います 
３．⾛⾏タイムは１秒に付き１ポイントとし、秒未満は切り捨てとします 

第１３条 ⾛⾏上のペナルティ 
１．反則（指⽰に従わなかった場合）スタートは 10 ポイント 
２．コース上にパイロンを移動⼜は転倒した場合は１本に付き１０ポイン 
３．コース上のバリアや壁等に接触した場合は１か所に付き１０ポイント 
４．コースを間違えて⾛⾏した場合はミスコースとして１２０ポイント 

但し、コースを間違えた場合でも間違えた地点以前に戻り正しいコースで⾛⾏した場合はミ
スコースとしない。 

5. ⾛⾏条件の指⽰があったにも関わらず指⽰に従わない場合はミスコース扱いとなります 
6. 今⼤会はサイドブレーキの使⽤は禁⽌します 
7. 停⽌線では完全に停⽌とする。停⽌線オーバーは１０ポイント 

第１４条 競技に使⽤する旗及びペナルティ合図の旗 
⽇章旗：スタート合図 
⻩ 旗：パイロンの移動⼜は転倒 
⿊ 旗：ミスコース 
⾚ 旗：危険有り、直ちに停⽌せよ 
緑 旗：コースクリアー 
チェツカーフラック：競技の終了合図 

第１５条 計時 
スタート及びフィニッシュラインは⾃動計測機で計測し所要時間を１秒１ポイントとする 
 

第１６条 タイヤ 
使⽤できるタイヤは⼀般市販ラジアルタイヤとし、スリックタイヤ・S タイヤ・スパイクタイヤ
は使⽤不可とする 

第１７条 安全規定 
1. 競技中参加者の服装は⾃由ですが⻑袖､⻑ズボンを推奨する。 
2. 靴はかかとが固定されているものに限り、サンダル等は不可とする 
3. 競技中は純正状態で装着されているシートベルトを装着すること 
4. 参加⾞両の搭乗者側の窓およびサンルーフを全閉すること 
5. 同乗者に付いては 1名とし年齢が６歳以上で⾝⻑が１４０ｃｍ以上の者とする 

第１８条 抗議                          JAF 国内競技規則１２条に準ずる 
第１９条 競技会の延期⼜は中⽌    JAF 国内競技規則３条の７項に準ずる 
第２０条 損害の補償  



1. 参加者・競技運転者は参加⾞両及び付属品の損害、盗難、紛失等の被害および会場の施設、
器物を破損させた場合の補償など、理由の如何に関わらず各⾃が責任を負わなければならな
い。 

2.  参加者・競技運転者・サービス員・ゲストはＪＡＦおよびオーガナイザー・⼤会役員・競技
役員・⼤会雇⽤⼈が、⼀切の損害賠償責任を免除されていることを承認しなければならな
い。⼤会役員・競技役員が、その任務遂⾏に起因するものであっても、参加者・競技運転
者・サービス員・ゲスト・観客・⼤会関係者の負傷、死亡、⾞両損害に対して⼀切の損害賠
償を負わないものとする。    

第２１条 付則 本規則に記載されていない事項は JAF 国内競技規則及びその付則に準ずる。記載がない場
合は審査委員会により決定される 

 
 

以上 
 

⼤会組織委員会 


