さいたま中央 オートテスト in 筑波 特別規則書
公示
本競技会は、一般社団法人日本自動車連盟(JAF)公認のもとに国際自動車連盟(FIA)の国際モータースポーツ競技規則に
準拠したJAFの国内競技規則とその細則、スピード競技開催規定および本特別規則書に従ってクローズド競技として開催する。
第1条

競技会の名称
GR GARAGEさいたま中央 オートテスト in 筑波
第2条
競技格式
JAFオートテスト クローズド競技
第3条
競技種目
スピード競技 (オートテスト)
第4条
開催日
2020年9月21日 (月曜日・祝日)
第5条
開催場所
筑波サーキット コース1000パドック (茨城県下妻市村岡乙159)
第6条
オーガナイザー
モータースポーツサークル スピリッツ (T-SPIRIT) 埼玉県川越市小中居945-1 代表者: 熊倉 俊夫
第7条
大会審査委員会
審査委員長
木暮 徹也
審査委員
小菅 辰巳
第8条
大会役員
競技長
熊倉 俊夫
計時委員長
堀内 純
コース委員長
堀越 亮
事務局長
熊倉 俊夫
技術委員長
赤羽 英喜
第９条
公式通知
本規則に記載されていない競技運営に関する実施細則及び指示は、競技会場に掲示される公式通知により公示します。
第10条 参加資格 (ドライバー)
1) 4輪運転免許証の所持者であればどなたでも参加出来ます。
2) AT限定の場合は、AT車に乗車し、ATクラス(またはレディースクラス)に参加してください。
3) 満20歳未満の参加者は参加申込に際し親権者の承諾が必要です。
参加申込書の親権者署名欄に親権者の署名をお願いします。
4) 同じ車での参加は3名まで可能です。参加申込書に同じ車で参加する参加者の名前を記入してください。
なお、参加申込書は、参加する方、全員が提出してください。
5) 1名が複数のクラスに参加することは出来ません。
6) 競技へ有効な保険への加入は任意とします。事故の際は、自動車保険(任意保険)が適用とならないことに注意して
ください。参加者は、参加車両およびその付属品等が、施設や他の参加者に損害を与えた場合、理由の如何に関わら
ず責任を負わなければなりません。
第11条 参加車両
保安基準に適合した自動車登録番号標または車両番号標付き車両で参加してください。
車検が通る状態のナンバー付き車両であれば参加できます。特別な装備は不要です。
第12条 参加クラス区分 * MT=マニュアルミッション(3ペダル), AT=マニュアルミッション以外(2ペダル以下)
- ATクラス: マニュアルミッション以外の車両によるクラス
- MTクラス: マニュアルミッションの車両のクラス
- EXクラス: モータースポーツ経験者によるクラス
- レディースクラス: 女性の方のみが参加できるクラス
第13条 同乗者
1) 1名の同乗者が助手席に搭乗し、ドライバーに方向を指示する支援を行うことが出来ます。
2) 同乗者は6歳以上で身長が140cm以上であれば、4輪運転免許証の所持を問いませんが、満20歳未満の
参加者は参加申込に際し親権者の承諾が必要です。参加申込書の親権者署名欄に当日署名してください。
第14条 服装および車両装備
1) 乗員は運転に適した肌の露出を避けた長袖/長ズボンで走行(同乗者は乗車)を行ってください。
2) 靴はかかとが固定されるもので、運転に適した靴を履いてください。*サンダル・ハイヒール等は不可
3) 競技中、乗員は車両に純正状態で装着されているシートベルトを装着してください。
第15条 参加台数
参加台数の上限を、原則として100台とします。
第16条 参加料
- JAF会員1名 3,000円 (入場料を含む)
- JAF非会員1名 5,000円 (入場料を含む)
* 参加料は当日会場へ持参してください。

第17条 参加登録申込事項
参加申込書に必要事項を記入し、FAXまたはEメール添付にて下記のいずれかへ送付してください。
郵送による参加申込は受け付けません。
1. テクノプロ スピリッツ 埼玉県川越市小中居945-1 担当: 熊倉
TEL: 049-235-4886, FAX: 049-236-0446, mail: info@tp-spirit.co.jp
2. GRガレージさいたま中央 埼玉県さいたま市中央区新中里3-1-1 担当: 磯部
TEL: 048-823-7130, FAX: 048-822-0308, mail: isobe@mynetz.jp
1) 参加申込書
同じ車での重複参加が可能ですが、その場合は、参加者全員の参加申込書が必要です。
1枚の参加申込書で2名(または3名)の参加申込みは出来ません。
2) 参加申込受付期間
2020年8月22日 (土曜日) ～ 2020年9月12日 (土曜日)
*参加受理書は発行しません。ホームページ上に参加者リストを掲載します。
https://tp-spirit.co.jp/
*当日参加受付が可能となる場合があります。各申込先にお問い合わせください。
第18条 計時 (走行タイム)
1) タイム計測はスタートラインからフィニッシュラインまでとします。
2) 計測は自動計測器(1/1,000秒)またはストップウォッチ(1/100秒)で行います。
3) 本規則第23条の参加受付確認時間までに参加確認の手続きを怠った参加者は成績表からその名前が
抹消されます。
第19条 走行上のペナルティ
1) 反則スタートは当該ヒートを無効とします。
2) コースを区画するフェンス等への接触、マーカー(パイロン)の移動・転倒、または走行境界線逸脱(1つの行為ごと)
は5秒加算のペナルティです。
3) コースを間違えて走行した場合、ミスコースとなり当該ヒートを無効とします。ただし、コースを間違えた場合でも、
間違えた地点に戻り、正しいコースで走行し直した場合はミスコースと判定しません。
4) 走行中のパーキングブレーキ(サイドブレーキ)の使用を禁止します。
5) 走行条件の指示があったにも関わらず、指示された走行をしなかった場合、当該ヒートを無効とします。
第20条 フラッグ (旗) による信号合図の説明
① 日章旗または主催者旗 スタート
② 黄旗
競技車両へのペナルティ合図: マーカー移動/転倒, 走行境界線逸脱, 停止位置逸脱
③ 黒旗
ミスコースの合図
④ 赤旗
何らかの危険があるため、すぐに停止の合図
⑤ 緑旗
コースクリア, マーカークリア, 停止位置クリアの合図
⑥ チェッカー旗
フィニッシュライン通過, ゴールの合図
第21条 順位の決定方法
1) 競技走行2本のうちのベストタイムにより順位を決定します。
2) ベストタイムが同タイムの場合は,セカンドタイムの順、排気量が小さい順により順位を決定します。
3) 上記で順位が決定しない場合は、審査委員会が順位を決定します。
第22条 賞典
全クラス
1位～6位 副賞 *クラス参加台数の30%の範囲で賞典の制限を行います。
第23条 タイムスケジュール *ゲートオープンは参加者リストで公開します。ご注意ください。
参加台数が70台以下の場合
ゲートオープン
8:00～
練習走行 *全クラス1本走行
9:40～10：50
参加受付確認
8:10～8:40
競技走行1本目
10:50～12:00
慣熟歩行
8:40～9:10
昼休み(慣熟歩行)
12:00～12:45
ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｽﾞﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ(走行説明)
9:15～
競技走行 *2本走行します
13:00～
表彰式
15:00～
参加台数が71台以上の場合
ゲートオープン
8:00～
練習走行 *全クラス1本走行
9:40～11:10
参加受付確認
8:10～8:40
競技走行1本目 *1部クラス
11:10～12:00
慣熟歩行
8:40～9:10
昼休み(慣熟歩行)
12:00～12:45
ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｽﾞﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ(走行説明)
9:15～
競技走行 *2本走行します
13:00～
表彰式
15:30～
第24条 コロナ感染対策
1) コロナ感染対策として、大会開催日前2週間以内に発熱や体調不良等の症状があった方、また渡航された
方は参加出来ません。
2) コロナ感染対策として、大会当日に検温を行います。高度の発熱が確認された場合は参加出来ません。
会場から退場していただきます。
第25条 参加に関するその他の事項
1) 参加者は、JAF国内Bライセンスの申請資格を取得出来ます。希望者は、競技会当日、申告してください。
2) 事務局判断により、参加者のクラス変更を行う場合があります。
この場合、ホームページに掲載する参加者リストに参加者のクラスを記載することにより通知します。

