JAF 公認第
草案

号

２０２２年 ブレインスーパートライアル No.３６
特別規則書 ２０２２．７．３１（日）
公 示
本競技会は、一般社団法人日本自動車連盟(ＪＡＦ)の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とその付則、それに準拠したＪＡＦ国内競技
規則とその細則、２０２２年日本ジムカーナ／ダートトライアル選手権規定、並びに
JAF 北海道地域クラブ協議会(以下 JMRC 北海道)WinmaX ダートトライアルシリーズ
統一規則ならびに本特別規則に従って準国内競技（クローズド競技併催）として開
催される。
第１条 競技会名称
２０２２年 JAF 北海道ダートトライアル選手権第６戦
２０２２年 JMRC 北海道ＷｉｎｍａＸダートトライアルシリーズ第６戦
２０２２年 JMRC オールスター選抜第６戦
２０２２年ブレインスーパートライアル No.３６
第２条 競技の格式
ＪＡＦ公認 準国内競技(クローズド併催)
第３条 競技種目
スピード競技（ダートトライアル）
第４条 開催日
２０２２年７月３１日（日）
第５条 開催場所
オートスポーツランドスナガワ ダートトライアルコース （砂川市）
第６条 オーガナイザー
カースポーツクラブコクピット（C.S.C.C.）
オートスポーツプロジェクトブレイン（ＢＲＡＩＮ）
第７条 大会審査員会
審査委員長 永井 真（チボー） 審査委員 小池 治郎（AG.MSC 北海道）
第８条 大会役員
組織委員長
菅野 久夫
組織委員
木戸 亜紀
組織委員
脇 孝拓
競技長
脇 孝拓
コース委員長
岡 直貴
技術委員長
石川 和男
計時委員長
桜井 雅紀
救急委員長
木戸 亜紀
事務局長
菅野 久夫
第９条 参加車両
本競技会に参加する車両は、当該年度 JAF 国内競技車両規則第３編スピー
ド車両規定に定めるＰ車両・ＰＮ車両・Ｎ車両・Ｂ車両・ＳＡ車両・ＳＡＸ車両・ＳＣ
車両・Ｄ車両・ＡＥ車両に適合したものとする。
第１０条 競技クラス区分
１． ＪＡＦ北海道選手権／ＪＭＲＣ北海道チャンピオンクラス
ＦＦ－１ クラス：
気筒容積１６００ｃｃ以下の２輪駆動のＰ・ＰＮ・Ｎ・Ｂ・ＳＡ・ＳＡＸ・ＳＣ車両および
２輪駆動のＡＥ車両
ＦＦ－２／４ＷＤ－１ クラス：
ＦＦ-1 ｸﾗｽに該当しない２輪駆動のＰ・ＰＮ・Ｎ・Ｂ・ＳＡ・ＳＡＸ・ＳＣ車両および
気筒容積１６００ｃｃ以下の４輪駆動のＰ・ＰＮ・Ｎ・Ｂ・ＳＡ・ＳＡＸ・ＳＣ車両およ
び４輪駆動のＡＥ車両
ＲＷＤ クラス：
後輪駆動のＰ・ＰＮ・Ｎ・Ｂ・ＳＡ・ＳＡＸ・ＳＣ車両
４ＷＤ－２ クラス：
気筒容積１６００ｃｃを超える４輪駆動のＰ・ＰＮ・Ｎ・Ｂ・ＳＡ・ＳＡＸ・ＳＣ車両
Ｄ クラス：
区分なしのＤ車両
２． ＪＭＲＣ北海道ジュニアクラス
ＡＴ-１ クラス：
マニュアルミッション以外の２輪駆動のＰ・ＰＮ・Ｎ・Ｂ・ＳＡ・ＳＡＸ・ＡＥ車両
ＡＴ-２ クラス：
マニュアルミッション以外の４輪駆動のＰ・ＰＮ・Ｎ・Ｂ・ＳＡ・ＳＡＸ・ＡＥ車両
Ｊ－１ クラス：
２輪駆動のＰ・ＰＮ・Ｎ・Ｂ・ＳＡ・ＳＡＸ・ＳＣ・ＡＥ車両
Ｊ－２ クラス：
４輪駆動のＰ・ＰＮ・Ｎ・Ｂ・ＳＡ・ＳＡＸ・ＳＣ・ＡＥ車両
３． クローズドクラス
Ｆ－ＨＵ クラス（道学連クラス）： 車両区分排気量区分なし
Ｆ クラス（一般クローズドクラス）： 車両区分排気量区分なし
賞典外 クラス： 車両区分排気量区分なし
第１１条 参加資格
１． 競技運転者は、当該車両を運転することができる運転免許証と、JAF 発給
の当該年度の競技運転者許可証を所持していること。ただし、競技運転者は
参加者を兼ねることができる。（クローズドクラス除く）

２． クローズドクラスの参加者は当該車両を運転することができる運転免許
証を所持していること。
３． ２０歳未満の競技運転者は申込みに際し親権者の承諾書を提出のこと。
４． 同一車両による重複参加は２名までとする。ただし、チャンピオンシリー
ズクラス以外は制限されない。
第１２条 参加制限
１００台までとする。（１００台になり次第締め切る）
第１３条 参加料
チャンピオンクラス
１名に付き １８,０００円
ジュニアクラス
１名に付き １７,０００円
クローズドクラス 道学連クラス
１名に付き ８,０００円
クローズドクラス 一般クラス
１名に付き ９,０００円
賞典外クラス
１名に付き ９,０００円
１． ＪMRC 北海道に加盟するクラブ団体の構成員であることが参加申込書ま
たは競技ライセンスに捺印された登録印により確認できる者は、上記参加料
より３，０００円差し引く。（クローズド・賞典外クラス除く）
２． ＪＭＲＣ北海道互助会会員であることが競技会当日まで加入証等により提
示確認できる者は、参加料より１, ０００ 円を差し引く。
３． 学生参加料についてはＪＭＲＣ北海道 WinmaX ダートトライアル統一規則
付則に適合し対応する。
第１４条 参加受付期間および参加申込場所
１． 参加受付期間： ２０２２年７月１９日（火）～７月２５日（月） （必着）
２． 参加申込方法（大会事務局）：以下の何れかで申し込みのこと
①郵送： 〒００７-０８８３ 札幌市東区北丘珠３条１丁目７－３
プライス運送内 オートスポーツプロジェクトブレイン
ＴＥＬ ０１１-７８３-８７７８
ＦＡＸ ０１１-７８３-８８７０
②E-mail： asp_brain@nifty.com
３． 参加申込は、参加申込書に必要事項を正確に記入し申し込むこと。
４． 参加料は、受付期間内に現金書留にて送付か以下に振込むこと。
苫小牧信用金庫 札幌北支店（店番：０３２）
口座：００２３８２２ 名義：菅野 久夫（カンノ ヒサオ）
５． オーガナイザーは理由を明示することなく参加を拒否する権限を有する。
（この場合、参加料は手数料を引いて返還する）
６． オーガナイザーの都合により参加受付期間を延長することがある。
第１５条 タイムスケジュール
ゲートオープン ＡＭ ７：３０
慣熟歩行
ＡＭ ８：４０～９：４０
参加確認 ＡＭ ８：００～８：３０
ブリーフィング AM ９：４５～
公式車検 ＡＭ ８：００～８：４０
競技開始
AM １０：００～
第１６条 賞典
各クラス１位～３位 ＪＡＦメダル(選手権クラスのみ)・トロフィー又は楯・副賞
各クラス４位以下
トロフィー又は楯・副賞(参加台数の３０％を下回らない
範囲で賞典の制限を行う)
第１７条 ゼッケン番号
オーガナイザーが決定し、これに対する抗議は一切受け付けない。
第１８条 スタート
スタートは原則としてゼッケン順とし、ランニングスタートとする。
第１９条 計時および順位の決定
計時は２ヒート計測しそのうち良好なヒートタイムを採用し順位を決定する。
なお、同タイムの場合は２０２２年日本ジムカーナ／ダートトライアル選手権規
定第３０条「順位の決定」に準ずる。
第２０条 公式通知
本規則書に記載されていない競技運営に関する実施細則および指示事項
は「公式通知」によって示される。
第２１条 参加者および競技運転者の遵守事項
２０２２年ＪＭＲＣ北海道 WinmaX ダートトライアルシリーズ統一規則第１７条「参
加者および競技運転者の遵守事項」の条項に従うものとする。
第２２条 付則
本特別規則書に記載されていない事項については JAF 国内競技規則と細
則、２０２２年日本ジムカーナ／ダートトライアル選手権規定、２０２２年 JMRC
北海道 WinmaX ダートトライアルシリーズ統一規則に準ずる。
また、２０２２年 JMRC 北海道 WinmaX ダートトライアルシリーズ統一規則第２０
条「競技上のペナルティー」、第２８条「抗議」、第２９条「競技会の成立､延期､
中止､短縮」、国内競技規則 3-7「競技の延期または中止」を基とする。
第２３条 新型ウィルス(COVID-19)に対する感染拡大防止対策
会場入口および受付にて消毒および検温がある場合は対応のこと。
JAF 並びに JMRC 北海道が告知している「コロナウィルス感染予防対策」を確
認してください。なお、体温 37.5℃以上等の感染症が疑われ参加を拒否され
た場合、参加料は返金する。
2022 年ブレインスーパートライアル No.36 大会組織委員会

