ＪＡＦ公認国内競技
公認番号:2022- 5010
競技種目:ダートトライアル

スピードパーク恋の浦

特別規則書
2022年JAF全日本ダートトライアル選手権第2戦
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開催日:2022年4月9日(土)～10日(日)
開催場所:スピードパーク恋の浦
主
催:モータースポーティングクラブラスカル
共
催:福岡モータースポーツクラブ
:ラリークラブ オオイタ

公示
2022年JAF全日本ﾀﾞｰﾄﾄﾗｲｱﾙ選手権第2戦「RASCAL SPRING TRIAL INKYUSHU」
は、一般社団法人日本自動車連盟(以下JAFという)の公認のもとに、
国際自動車連盟(FIA)のFIA国際ﾓｰﾀｰｽﾎﾟｰﾂ競技規則及びその付則に準拠した
JAFの国内競技規則及びその細則、2022年日本ｼﾞﾑｶｰﾅ/ﾀﾞｰﾄﾄﾗｲｱﾙ選手権規定
2022年全日本ｼﾞﾑｶｰﾅ/ﾀﾞｰﾄﾄﾗｲｱﾙ選手権統一規則、ｽﾋﾟｰﾄﾞ競技開催規定及び
本競技会特別規則に従い国内競技として開催される。
第１条 競技会の名称
2022年JAF全日本ダートトライアル選手権第2戦
RASCAL SPRING TRIAL IN KYUSHU
第２条 競技種目 ：ダートトライアル
第３条 競技会の格式：JAF公認国内競技 JAF公認番号2022-5010号
第４条 開催日程 ：2022年4月9日(土)～10日(日)2日間
第５条 競技会開催場所 (ｺｰｽ公認№ 2022-Ⅱ-4003)
名称：スピードパーク恋の浦
所在地：〒811-3307 福岡県福津市渡６４１
TEL(0940)52-7171 FAX(0940)52-7172
第６条 オーガナイザーの名称
モータースポーティングクラブラスカル(略称RASCAL)
代表者名：中村 善浩
所在地：〒812-0063 福岡県福岡市東区原田2-33-13
TEL(092)621-0664 FAX(092)622-6707
共催：福岡モータースポーツクラブ(略称FMSC) 代表者 星野元
〒818-0004 福岡県筑紫野市吉木1611-1
：ラリークラブオオイタ(略称RC-大分) 代表者 早田卓
〒870-0929 大分県大分市長谷町2-1
第７条 大会役員
大会会長 ：宮内 秀樹(自民党衆議院議員副幹事長）
大会副会長：野田 国義(参議院議員国土交通委員)
第８条 組織委員会
組織委員長：中村 善浩(RASCAL)
組織委員 ：羽田野 道明(RC-OITA)
組織委員 ：佐藤 裕(RTCR)
第９条 競技会主要役員
(1)競技会審査委員会
競技会審査委員長：恒松 雅彦(JAF派遣)
競技会審査委員 ：嶽下 宗男(JAF派遣)
競技会審査委員 ：榊 淳一 (組織委員会任命)
(2)競技役員
競技長
：星野 元 (FMSC)
副競技長
：佐藤 裕 (RTCR)
コース委員長 ：佐藤 裕 (RTCR)
計時委員長
：安武 昌洋(RASCAL)
技術委員長
：小関 正則(RASCAL)
パドック委員長：日高 豊 (RC-OITA)
救急委員長
：今村 淳一(FMSC)
医師団長
：紙谷 孝則 医師
事務局長
：村瀬 晴信(RASCAL)
事務局次長
：拝志 紀子(RASCAL)
第１０条 参加申込みおよび参加費用
(1)参加申込場所および問い合わせ先(大会事務局)
所在地:〒812-0063 福岡県福岡市東区原田２-３３-１３
アルテックレーシング内
ｸﾗﾌﾞ団体名:ﾓｰﾀｰｽﾎﾟｰﾃｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞﾗｽｶﾙ(RASCAL)担当者 拝志
TEL 092-62-0664 FAX 092-622-6707
[MAIL] mail@altec-r.co.jp 「HP」http://www.altec-r.co.jp

(2)参加受付期間
第１３条 慣熟歩行
受付開始
２０２２年２月２２日(火)
慣熟歩行はﾀｲﾑｽｹｼﾞｭｰﾙに従いｺｰｽｵｰﾌﾟﾝ時間内に徒歩にて行う。
締切日
２０２２年３月２４日(木)必着
但し身体に障害のある者は原付等の使用を認める場合がある。
(3)所定の参加申込書、車両申告書、選手紹介書等に必要事項を記入し、
マスクを着用し、ソーシャルディスタンスを保って行うこと。
以下の参加料を添えて参加受付期間内に上記まで申し込むこと。
第１４条 参加車両及び参加台数
但し、銀行振込を利用する場合、下記の指定口座に入金後、速やかに
2022年日本ｼﾞﾑｶｰﾅ/ﾀﾞｰﾄﾄﾗｲｱﾙ選手権規定第１１条に従う。
上記第10条(1)に参加申込書を送付する事。尚、複数名分をまとめて
参加台数は160台までとする。
入金した場合は、参加申込書もまとめて同時に送付してください。
第１５条 車両変更
又、振込手数料は各自負担の事。振込の場合領収証は発行いたしま
2022年全日本ｼﾞﾑｶｰﾅ/ﾀﾞｰﾄﾄﾗｲｱﾙ選手権規定第25条に従い、公式受付Ｂ
せん。締切日までの着金が確認できない場合、未受付とします。
(参加確認受付)の終了までとする。
受付期間後の参加料は、ｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰの都合で競技会を中止した場合を
第１６条 競技クラス区分
除き返金されない。
2022年度日本ｼﾞﾑｶｰﾅ/ﾀﾞｰﾄﾄﾗｲｱﾙ選手権規定第12条に従い、
<振込先>
下記の通りクラス区分される。
西日本シティ銀行 箱崎支店(ﾆｼﾆｯﾎﾟﾝｼﾃｨｷﾞﾝｺｳ ﾊｺｻﾞｷｼﾃﾝ)
選手権クラス
店番号
２０６
クラス1(ＪＤ１):Ｄ車両
口座番号(普通)１８００８６８
クラス2(ＪＤ２):４輪駆動のＳＣ車両
口座名義 ラスカル代表者 中村善浩(ﾗｽｶﾙﾀﾞｲﾋｮｳｼｬ ﾅｶﾑﾗｾﾞﾝｺｳ)
クラス3(ＪＤ３):２輪駆動のＳＣ車両
(4)誓約文：参加に際し、国内競技規則4-15で定める誓約文に競技参加者、
クラス4(ＪＤ４):４輪駆動のＳＡ・ＳＡＸ車両
競技運転者、サービス員が、それぞれ署名しなければならない。
クラス5(ＪＤ５):２輪駆動のＳＡ・ＳＡＸ車両
(5)参加料: 選手権クラス(参加料のみ)
\35,000
クラス6(ＪＤ６):Ｎ車両
選手権対象外クラス(参加料のみ) \25,000
クラス7(ＪＤ７):気筒容積1600ccを超える２輪駆動(ＦＲ)のＰＮ車両
(6)その他
クラス8(ＪＤ８):気筒容積1600ccを超える２輪駆動(ＦＦ)のＰＮ車両
公開練習参加料
\6,000
クラス9(ＪＤ９):気筒容積1600cc以下の２輪駆動のＰＮ車両
サービス員1名に付
\2,000(申込書にて氏名登録する事)
クラス10(ＪＤ10):ｵｰﾄﾏﾁｯｸ限定免許で運転できる４輪駆動P・PN・AE車両
サービスカー登録料1台に付 \3,000(駐車スペース付)
クラス11(ＪＤ11):ｵｰﾄﾏﾁｯｸ限定免許で運転できる２輪駆動P・PN・AE車両
予備スペース1スペースに付 \3,000(2.5m×5m)
選手権対象外クラス
第１１条 サービス員、サービスカー
クローズド1：排気量、駆動区分無しのSAX,ﾅﾝﾊﾞｰ付きB車両
競技参加者は、サービス員及びパドックに持込むサービスカーについて
クローズト2：排気量、駆動区分無しのSAX,SC,D車両
競技参加申込と同時に登録を必要とする。登録したサービスカー及び、 第１７条 計時
登録以外の車両は、それぞれｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰが指定した場所に駐車すること。
計測は光電管にて1/1000秒まで計測する。ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟも光電管による。
第１２条 競技のタイムスケジュール
第１８条 順位の決定
(1)４月９日(土)
原則として競技は２ヒート行う。２ヒートのうち良好なヒートのタイムを採用
ゲートオープン
７：３０
し、最終の順位(競技結果)とする。
公開練習走行受付
８：００～１１：００
第１９条 賞典
公開練習慣熟歩行
８：１０～ ９：００
選手権クラス １位～３位 JAF楯
公開練習ﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ
９：０５～９：２０
全クラス
１位～６位 ｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰ賞、副賞
公開練習第1ヒート(ｾﾞｯｹﾝ順)
９：３０～
第２０条 新型コロナ感染症予防対策に関する特別処置
公開練習慣熟歩行
第１ヒート終了後３０分間
1.開会式、ﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ(土・日)、閉会式(表彰式)の開催は、
公開練習第2ヒート(ｾﾞｯｹﾝ順)
第１ヒート終了後４０分後
開催方法を含め公式通知にて発表する。
公開練習終了
１４：４０予定
2.感染拡大防止の観点から体温が高いなど新型コロナ感染症への罹患が、
公式受付Ａ(参加確認受付)
１４：００～１５：３０
疑われる場合は、入場を断る場合がある。
公式車両検査Ａ
１４：１０～１６：００
第２１条 本特別規則書の施行ならびに記載されていない事項
車両持出受付
１４：１０～１６：３０
1.本特別規則書は、本競技会に適用されるもので参加受付と同時に有効となる。
車両保管
１６：３０～翌６：００
2.本特別規則書に記載されていない事項については、2022年日本ｼﾞﾑｶｰﾅ/
(公式車検終了車両は車両保管。持ち出し車両は除く)
ﾀﾞｰﾄﾄﾗｲｱﾙ選手権規定、2022年全日本ｼﾞﾑｶｰﾅ/ﾀﾞｰﾄﾄﾗｲｱﾙ選手権統一規則、
(2)４月１０日(日)
JAF国内競技規則とその細則、FIA国際ﾓｰﾀｰｽﾎﾟｰﾂ競技規則とその付則に
ゲートオープン
６：００
準拠する。
公式受付Ｂ(参加確認受付)
６：３０～７：１５
3.本規則書発行後、JAFにおいて決定された事項は、すべての規則に優先する。
公式車両検査Ｂ
６：３０～７：３０
4.競技運転者は競技に有効な保険(死亡1000万以上)又はJMRC全国共同共済に
慣熟歩行
７：００～８：００
加入している事。なお、大会受付時にその保険証書(コピー可)もしくは、
開会式(ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｽﾞﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ)
８：１０～８：４０
全国各地区のJMRCメンバーズカードを提示すること。
第1ヒート
９：００～
5.選手が参加申込後に、新型コロナ感染症に罹患した場合、罹患が疑われる為
慣熟歩行
第１ヒート終了後４０分間
参加を辞退する場合(後日、医療機関又は保健所等いずれかの証明を提出)
第2ヒート
第１ヒート終了後５０分後
または、会場入場時の検温等の体調確認で入場できなかった場合、
表彰式(閉会式)
１５：３０ 予定
参加料は返金するものとする。
(ヒート及びクラスの間に散水する場合がある。)
6.会場内(車外)ではマスクを着用し、ソーシャルディスタンスを保つ事。
※公開練習については、別途公開練習ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝを参照して下さい。
7.ドライバーズブリーフィングに遅刻または欠席した者は、再ブリーフィング
※公式受付、公式車両検査はＡ・Ｂどちらでも選択できますが、
を受けなければならない。再ブリーフィング料は１名につき\30,000とする。
公開練習参加者は公式受付Ａ及び公式車両検査Ａを受けてください。
尚、公式受付Ａを済ませた場合でも10日(日)の参加確認受付を
大会組織委員会
受けなければならない。

