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２０１０年競技車両規則、選手権規定およびカレンダーの制定等について
ＪＡＦモータースポーツ審議会（７月３０日開催）の審議結果に基づき、２０１０年に適
用する国内競技車両規則（４輪、カート）、日本選手権規定（４輪、カート）等を制定し、
国際スポーツカレンダー登録申請および全日本選手権カレンダー（ジムカーナ／ダートトラ
イアル）等を決定しましたので、下記の通りお知らせします。
記
（ページ）

１．２０１０年ＪＡＦ国内競技車両規則の制定････････････････････････････････

１

２．２０１０年日本レース選手権規定の制定･･････････････････････････････････

５

３．２０１０年日本ラリー選手権規定の制定･･････････････････････････････････

７

４．講習会開設規定の一部改正･･････････････････････････････････････････････ ９
５．２０１０年ＪＡＦ国内カート競技車両規則の概略･･････････････････････････１０
６．２０１０年日本カート選手権規定の制定･･････････････････････････････････ １２
７．カート競技会参加に関する規定の一部改正････････････････････････････････１３
８．カートライセンス発給規定の一部改正････････････････････････････････････１３
９．カートドライバーライセンス講習会規定の一部改正････････････････････････１４
10．カートオフィシャルライセンス講習会規定の一部改正･･････････････････････１４
11．２００９年全日本カート選手権統一規則の一部改正････････････････････････１４
12．２０１０年ＦＩＡ国際スポーツカレンダー登録申請一覧････････････････････１５
13．２０１０年全日本ジムカーナ選手権カレンダー････････････････････････････１６
14．２０１０年ＪＡＦカップオールジャパンジムカーナカレンダー･･････････････１６
15．２０１０年全日本ダートトライアル選手権カレンダー･･････････････････････１７
16．２０１０年ＪＡＦカップオールジャパンダートトライアルカレンダー････････１７

フロントロールバーあるいはサイドロールバーのフロント支柱
は、ウインドスクリーンピラーに可能な限り近く沿わなければなら
ず、2007 年１月１日以降に公認または登録された車両については、
そのウインドスクリーンピラーの底部に相当する高さに１ヶ所の
み湾曲があるものでなければならない。
（略）

２０１０年ＪＡＦ国内競技車両規則の制定
* 年号の修正については省略
Ⅰ．第１編 レース車両規定：
第１章

車両の分類

４. 6.3.2.2.5）「横方向の部材」に「（取り外し可能な連結具の使用は禁
止される）」との条文を追加する。

１．第１条「国内競技車両」の部門Ⅱの「JAF-F3000：ＪＡＦフォーミュラ
３０００」を「ＦＮ：フォーミュラ・ニッポン」と改める。

第２章

５．6.3.2.4）
「取り外し可能な部材」の第４－４９図を下図に改める。

レース車両の排気音量規制

改正なし

第３章

公認車両および登録車両に関する一般規定

１．2.2）
「許される変更の限度」に「ただし、触媒装置については各グル
ープの規則に従うこと。」との条文を追加する。

６．6.3.2.6.2）の表題を「2008 年 1 月 1 日から 2009 年 12 月 31 日までに
公認または登録された車両」に改めるとともに、6.3.2.6.3）として以下
を追加する。

２．10.3.2）
「燃料補給タンク」の第３－２図に下図を追加するとともに、
給油ホースについて「（１）長さ：柔軟性のある部分のみで最小５ｍ（図
⑨の流量リストリクター使用時は最小２．５ｍ）
」と改める。

補給タンク接続部

6.3.2.6.3 ）2010 年 1 月 1 日以降に公認または登録された車両
フロント、メイン、サイドロールバーまたはハーフ･サイドロー
ルバーの取り付け点：
各取り付け基部は、最低３mm の厚みを有する鋼鉄製の板により
構成されていなければならない。
各取り付け基部は、最低厚さ３mm で最小表面積 120cm2 のボディ
シェルに溶接された鋼鉄製補強板に、最低３本以上のボルトで固
定されなければならない。120cm2 の面積は、補強板とボディシェ
ルとの接触面でなければならない。
第４－56 図～第４－62 図に例示される。
第４－58 図については、補強板は必ずしもボディシェルに溶接
されなくともよい。
取り付けボルトは、最小直径がＭ８で、最低限 ISO 規格の 8.8
以上の品質を有していなければならない。
ボルトの留め具は、セルフロック式あるいはロックワッシャー
でなければならない。
２つのボルトの間の角度（取り付け基部の高さでパイプ軸から
計測して。第４－56A 図参照）は 60°未満となってはならない。
バックステーの取り付け点：
各バックステーは、少なくとも２本のＭ８ボルトで、最小 60cm2
を有する取り付け基部によって固定されるか（第４－63 図）、1 本
の二面せん断のシングルボルトにより固定されなければならない
（第４－64 図）。
ただし、後者は、ボルトが適当な断面積と強度を有し、カラー
がバックステーの中に溶接されることを条件とする。
以上は最低要件である：
さらに、使用する留め具の数を増やすことができ、取り付け基
部のプレートを補強板に溶接したり、ロールケージ（6.3.1 項で定
義されたもの）を、ボディシェル／シャシーに溶接することがで
きる。

流量リストリクター

３．10.4）
「簡易燃料補給方法」に「１回のピット作業における（以下略）
」
とあるのを「１回のピットインにおける（以下略）
」に改める。

第４章

公認車両および登録車両に関する安全規定

１．1.2）
「仕様および取り付け」の「２）液体用配管の仕様」を以下の通
り改める。
（１）燃料配管の仕様（インジェクターおよびタンクへ戻る配管上
の冷却ラジエターへの連結部を除く）：135℃（250゜Ｆ）の最低
作動温度で７MPa（70bar／1000psi）の最低破裂圧力を有してい
なくてはならない。
（２）～（３） （略）
２．6.2.3）
「メインロールバー」を以下の通り改める。
2009 年 12 月 31 日以前に公認または登録された車両：
前部座席直後で車両の左右に亘って配置される、横方向の垂直に
近いワンピースのパイプによるフープ。
2010 年 1 月 1 日以降に公認または登録された車両：
前部座席直後で車両の左右に亘って配置される、横方向の垂直に
対する最大角が±10°のワンピースのパイプによるフープ。
３．6.3.1）
「基本構造」を以下の通り改める。
基本構造は、以下の設計のうちの一つに従い製作されなければな
らない：
（略）
メインロールバーの垂直部分は、ボディシェルの内部輪郭にでき
るだけ近接したものでなければならず、その下部の垂直部分の湾
曲は１箇所のみでなければならない。
（略）

第４－56A 図
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第５章

量産ツーリングカー（Ｎ１）
第８章

１．3.17.2）「排気系統」に「ただし、2010 年 1 月 1 日以降に公認または
登録された車両については、触媒装置を装着しなければならない。」と
の条文を追加する。

１．1.2）「基本車両としての資格」に「③ ＪＡＦによって認められた車
両」を追加する。
２．5.5）「排気系統」を以下の通り改める。

２．5.10）
「補助的付加物」において、新たに室内に設置することが許され
るものとして「後部隔壁」を追加する。

第６章

グランドツーリングカー５００（ＪＡＦ－ＧＴ５００）

排気系統は自由。ただし、
１）すべての排気ガスが通過する、少なくとも１つの触媒装置が
設置されなければならない。触媒装置はＪＡＦに申請し承認さ
れなければならず、当該触媒装置を使用して初めて参加する競
技会の２ヵ月前までに申請しなければならない。
２）いかなる可変排気装置も禁止される。
側方排気車両の排気口の高さは次の通り：
１）～２） （略）

特殊ツーリングカー（Ｎ２）

１．3.16）
「排気系統」に「ただし、2010 年 1 月 1 日以降に公認または登
録された車両については、触媒装置を装着しなければならない。」との
条文を追加する。
２．5.1.1）「バンパー（ステーを含む）」および 5.1.4）「オーバーフェン
ダー（ウイングエクステンション）
」に「オーバーフェンダー」とあるの
を「フェンダー」に改める。（本章以降も同様）
第９章
第７章

競技専用車両（ナショナルフォーミュラ）に関する定義

グランドツーリングカー３００（ＪＡＦ－ＧＴ３００）
１．1.4）「車体」の条文中に「JAF-F3000」とあるのを「ＦＮ」に改める。

１．3.4.3.4）として新たに以下の条文を追加する。
第 10 章
3.4.3.4 ）４ドア車の後部ドアの開口
後部にエンジンが移動されている場合に、ヒートチェンジャー
等の冷却 用の外気の導入のため、４ドア車の後部ドアに、以下の
条件で開口部を設置することができる。
１）後部ドア下部見切り線より上方でフラットボトム底面から
770mm 上方を通過する水平線の下側で、後部ドア前端より後方の
範囲とする。
２）開口部は側面、上面より内部が見える構造であってはならな
い。
３）ルーバー形状は禁止され、開口部には最大突出量 50mm までの
エアスクープを設置することが許される。ただし、競技車両の
最大幅を超えてはならない。

フォーミュラＪ1600（ＦＪ1600）

１．11.1）
「消火器」を以下の通り改める。

すべての車両には、内容量２kg 以上の粉末消火器、またはＦ
ＩＡ国際モータースポーツ競技規則付則Ｊ項第 253 条 7 に記され
た消火剤および内容量、あるいは同第 259 条 14 に記された消火
器を、ドライバーが速やかに操作できるように搭載しなければな
らない。取り付け位置は車体構造の内側とし、コクピット内とエ
ンジンルームに同時に散布する２系統の消火装置とする。

第 11 章

スーパーＦＪ（Ｓ－ＦＪ）

１．2.7）
「ホイールベース／トレッド」の最低地上高に、
「縦 350mm×横 350mm
×高さ 50mm の最低地上高測定板に触れることなく通過できなければな
らない。」との条文を追加する。

２．2.9.1）
「ウイング」に以下の条文を追加する。
リアウイングの取り付け支持方法はセンターマウントとする。
リアウイングの車体への取り付けに関するウイング側固定構造
は車両中心線を基準として対称とし、その取り付け構造のすべては
300mm 以内であること。

３．3.1）「最低重量」を「４８５kg」から「４９５kg」に改める。
第７－１図
４．4.10）「エアフィルター」に「リアカウルを取り付けた場合、エアフ
ァンネル後端面は横からと後方から見えること。
」との条文を追加する。

２．5.5）「排気系統」を以下の通り改める。

排気系統は自由。ただし、
１）すべての排気ガスが通過する、少なくとも１つの触媒装置が
設置されなければならない。触媒装置はＪＡＦに申請し承認さ
れなければならず、当該触媒装置を使用して初めて参加する競
技会の２ヵ月前までに申請しなければならない。
２）いかなる可変排気装置も禁止される。
側方排気車両の排気口の高さは次の通り：
①～② （略）

５．4.22）「排気管」に「ＪＡＦは、予告期間をもって触媒装置の装着を
義務付ける。」との条文を追加する。

６．11.1）
「消火器」を以下の通り改める。

すべての車両には、内容量２kg 以上の粉末消火器、またはＦ
ＩＡ国際モータースポーツ競技規則付則Ｊ項第 253 条 7 に記され
た消火剤および内容量、あるいは同第 259 条 14 に記された消火
器を、ドライバーが速やかに操作できるように搭載しなければな
らない。取り付け位置は車体構造の内側とし、コクピット内とエ
ンジンルームに同時に散布する２系統の消火装置とする。
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10．4.3.9）
「インジェクター、燃料ポンプ」を以下の通り改める。
７．12.3）
「側面防護体」を以下の通り改める。
インジェクターは、ＪＡＦ公認車両または登録車両のものとする。
ただし、インジェクターの数は最大４個とする。燃料ポンプは自由
とする。

（略）
この四角い構造材とメインフレーム間は、上下各２本の外径
25.4mm 以上、肉厚 1.2mm 以上のハイプを水平な配置で繋げなければ
ならない。
この水平に配置されたパイプの取り付け高さは、側面防護体の半
径 100mm 以内とする。
側面防護体およびこれを構成する部品は、上面および側面から見
てすべて側面防護体カウルにて覆われていなければならない。
側面防護体カウルは側面から見て側面防護体をすべて覆わねば
ならず、かつ側面に穴やスリット等の空気が通過できる構造を有し
てはならない。側面防護体カウルの材質はＦＲＰに限定する。

第 12 章

11．4.3.10）「シリンダーヘッド」に「ただし平面研磨によって生じるフ
ロントカバーの段つきやボルト穴の長穴加工は許される。」との条文を
追加する。
12．4.3.12）「オルタネーター」に「取り外しによって生じる補器類駆動
のベルトやプーリーの改造、アイドラプーリーの追加は許される。」と
の条文を追加する。
13．4.6）「排気管」を以下の通り改める。
排気管の出口は、それぞれが水平に、かつ後方に向けられている
場合、地面から 600mm 以下の高さでなければならない。
走行中の可変装置は禁止される。また、１.８.１）で使用が禁止
される材質を除き、排気管の材質は、サイレンサーを含み自由と
する。
ＪＡＦは、予告期間をもって触媒装置の装着を義務付ける。

フォーミュラ４（Ｆ４）

１．1.2）
「スロットルリングフランジについての変更の予告」に「スロッ
トルリングフランジ」とあるのを「エアリストリクター」に改める（本
条以降も同様）とともに、表題も含め以下の通り改める。
1.2 ）エアリストリクターについての変更
ＪＡＦは性能の均衡化のため、エアリストリクターの寸法を変
更することができる。

14．5.1.4）に「シーケンシャルシフト方式は禁止される。」とあるのを「パ
ドルシフト方式は禁止される。」に改める。
15．5.3）「クラッチ」を以下の通り改める。

２．1.8）「材質規制」を表題も含め以下の通り改める。
クラッチ外径は５．５インチ以上とする。
16．11.1）
「消火装置」を以下の通り改める。

1.8 ）材質／加工規制
1.8.1 ）材質規制
以下の材質は使用を禁止する。
マグネシウム／チタニウム／カーボン／アラミド繊維／インコ
ネル。
サバイバルセルに関してのみ、カーボン／アラミド繊維を使用
することができる。
1.8.2 ）加工規制
ＤＬＣ加工（類似した加工、表面処理を含む）は禁止する。

すべての車両には、内容量２kg 以上の粉末消火器、またはＦＩ
Ａ国際競技規則付則Ｊ項第 253 条 7 に記された消火剤および内容
量、あるいは同第 259 条 14 に記された消火器を、ドライバーが速
やかに操作できるように搭載しなければならない。
17．11.9.1）「サバイバルセル」を以下の通り改める。
１）シャシー構造体は連続した２つの構造部材をドライバーの両側
に１つずつ包含すること。
２）それぞれの構造部材は、燃料タンクの背面から作動していない
位置にあるペダルより前方まで延長され、そして横断隔壁で終結
する。
このペダル軸はフロントホイール中心の垂直面より後方に位
置しなければならない。
３）それぞれの構造部材を構成する強度部材は、最小引っ張り強
度 225MPa（225N/mm2）以上で、その全長を通じ最小 1,000mm2 の
断面積を有すること。ハニカム材、発泡材等の空隙を含む材料
は強度部材として断面積には含まない。
４）その全長を通じそれぞれの構造部材は、金属材料製の場合最
小 15,000mm2 の構造断面積（空隙を含む）を有しなければならな
い。カーボン／アラミド繊維製の場合はこの限りではないが、
金属材料製と同等かそれ以上の強度を有し、その証明をＪＡＦ
に提出し、承認を得なければならない。
５） （略）
６） （略）
７）前部と後部ロールオーバーバー構造体の間の構造部材の最小高
は 300mm 以上あること。
８.１）～８.２） （略）
８.３）部材は最小引っ張り強度 225MPa（225N/mm2）以上のアルミ
ニウム材料とし、部材の厚さは最小 1.5mm でなければならない。
しっかり取り付けられたラジエターは、これら主要条件に合致
していると考察される。孔部あるいは切り抜き部分は元の強度を
保有するよう強固に補強されていなければならない。

３．2.6）「ウイング」を以下の通り改める。
（略）
各ウイングの翼端板は平板とするが、フロントウイングの翼端
板前側（前から見える全ての面）は半径 5mm 以上の面を持つこと
とする。
４．2.7）「エンジンの搭載位置」の条項を削除する。
５．3.1）「車両の最低重量」を「５４５kg」から「５５５kg」に改める。

６．4.1.1）
「最大容積」を「１８５０cc」から「２０００cc」に改める。
７．4.3.1）を以下の通り改める。
シリンダー径の拡大は 0.5mm まで許される。ただし、気筒容積
は 2000cc を超えてはならない。また、修正のためのシリンダーラ
イナーの入れ替えは鉄製に限り許される。加工に伴う上面の研磨
も許される。
８．4.3.7）にドライサンプのスカベンジポンプの数が「１個」とあるのと
「オイルパンはクランクケースへの取り
「２個まで」に改めるとともに、
付け以外には、シャシー、フレームヘの取り付けのみ許されトランスミ
ッション、ベルハウジングへの結合は許されない。
」との条文を削除する。
９．4.3.8）
「フライホイール」を以下の通り改める。

18．11.9.3）「ロール構造体」の２）を以下の通り改める。

フライホイールは自由とする。ただし、材質は鉄製で重量は
2.5kg 以上とする。

２）すべての車両は少なくとも２つのロール構造体を装備しなけれ
ばならない。チタニウム材の使用は禁止される。サバイバルセル
がカーボン／アラミド繊維製でロール構造体が一体の場合、カ
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ーボン／アラミド繊維の使用は認められる。
第２ロール構造体は、ステアリングホイールの前方にあり、ス
テアリングホイールの前方 250mm 以上にあってはならず、また少
なくともステアリングホイールの項点と同じ高さでなければな
らない。
（略）

Ⅱ．第２編 ラリー車両規定：

第１章

一般規定

～

第３章

ＲＮ／ＲＪ車両用改造規定

改正なし。
第 13 章

フォーミュラ・ニッポン（ＦＮ）
第４章

１．規則の表題を「ＪＡＦフォーミュラ３０００（JAF-F3000）
」から「フ
ォーミュラ・ニッポン（ＦＮ）」と改める。
（以降同様に修正）

ＲＦ車両用改造規定

１．第１条「改造の制限」に以下を追加する。
本規定で制限されていない改造は許され、車両の部品を変更または
交換したり、いかなる部品を装着し使用する場合にも、車両の使用者
の責任において運輸省令道路運送車両の保安基準（昭和２６年運輸省
令第６７号）に適合させた状態とし、常に適合するよう維持しなけれ
ばならない。
なお、当該車両について分解整備（原動機、動力伝達装置、走行装
置、操縦装置、制動装置、緩衝装置または連結装置を取り外して行う
車両の整備または改造であって道路運送車両法施行規則（昭和２６年
運輸省令第７４号）第３条で定めるものをいう。
）をしたときは、遅滞
なく点検整備記録簿に整備の概要等を記載しなければならない。ただ
し、分解整備事業者が当該分解整備を実施したときは、この限りでは
ない。

２．2.7）「フロント部分の車高」を以下の通り改める。
フロントホイール中心線の後方 330mm より前方に位置し、車両の
中心線と中心線から 725mm の間にある車体のすべての部分は基準
面より 50mm 以上でなければならず、725mm を超える所にある部分
は基準面より 20mm 以上 395mm 以下でなければならない。
折り目から 15mm を超えないガーニーフラップは許される。
ガーニーフラップの曲げ角度は任意だが、基準面から高さ 395mm
を超えてはならない。

３．3.1）「最低重量」を「６９０kg」から「７０８kg」に改める。
４．4.7）「エンジンの排気」を以下の通り改める。

Ⅲ．第３編 スピード車両規定：
第１章

すべての排気ガスが通過する、少なくとも１つの触媒装置が設
置されなければならない。触媒装置はＪＡＦに申請し承認されな
ければならず、当該触媒装置を使用して初めて参加する競技会の
２ヵ月前までに申請しなければならない。

一般規定

１．第４条「車体の定義」に以下条文を追加する。
なお、コンバーティブル車体構造の車両（開閉または脱着可能
な屋根を備えた車両）のうち、電動開閉式ハードトップルーフを
メーカーラインオフ時に装備している車両は、当該部位が全閉状
態の場合、オープンカーとは見なさない。

５．9.5.1）に「また、パワーステアリングは、プログラム可能な制御を
備えていない単一のシステムである場合に限り使用することができ
る。」との条文を追加する。
６．10.4）
「エアダクト」を以下の通り改める。
フロントおよびリアのブレーキ周辺のエアダクトは、制動装置の
一部分と見なされ下記を超えてはならない。
‐ホイールの水平中心線上 310mm の位置にあって、地面と平行な面。
‐ホイールの水平中心線下 220mm の位置にあって、地面と平行な面。
‐前部リムの内側面に平行に車両の中心線に向かって 180mm 移動
した面。
‐車両の側面から見た時、フロントの前方については前輪中心線
に平行で前方 340mm の位置にある基準面に直角な面、後方につ
いてはリムの円周外縁。リアの前方については後輪中心線に平
行で前方 340mm の位置にある基準面に直角な面、後方について
は後輪中心線に平行で後方 340mm の位置にある基準面に直角な
面。
‐すべての計測はホイールを水平面に対し垂直位置に保ったまま
で行われなければならない。

第２章

安全規定

～

第６章

スピードＢ車両規定

改正なし。
第７章

スピードＳＣ車両規定

１．1.14）
「排気管」の条文中に「後方に向けた場合、
」とあるがこれを削
除する
第８章

スピードＤ車両

改正なし。
Ⅳ．第４編 付則：
レース競技に参加するドライバーの装備品に関する付則

７．15.1.1）を以下の通り改める。

１．「３．競技用ヘルメット」の（２）ａ.の「付則Ｊ項のテクニカルリス
ト No.25 に記載されている基準」のうち BS6658-85 Type A/FR を次の通
り改める。

すべての試験は、ＦＩＡが公認（ＦＩＡテクニカルリスト№４）
したテストハウスにおいて、ＦＩＡ試験手順 01/00 に従って、Ｆ
ＩＡが承認した測定機器を使用して実行されなければならない。

・ BS6658-85 Type A/FR（2014 年 1 月 1 日以降は無効）
第 14 章

リブレ（その他の車両）
（ＮＥ）
Ｆ４車両規定の競技会用実施細則

１． 表部分に以下項目を追加する。
１．以下の条文を追加する。
触媒装置：

１

第 5 章 3 条 3.17.2）

２

ＪＡＦは予告期間を持って触媒

３

装置の装着を義務付ける。

２．エアリストリクター
ＪＡＦ承認のもとでオーガナイザーによって指定されたエアリ
ストリクター径を遵守すること。
以 上
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する。
１）先頭車両が２周回を完了する前にレースが中止された場合、レ
ースは成立せず、選手権得点は与えられない。
２）先頭車両が２周回を完了し、かつ走行した距離が当初のレース
距離の７５％未満でレースが中止された場合、レースは成立し
選手権得点の半分が与えられる。
３）先頭車両が当初のレース距離の７５％以上を走行した後でレー
スが中止された場合、レースは成立し選手権得点はすべて与え
られる。
４．前条２項により当初のレース距離が短縮された場合、前項の２）
および３）の７５％の計算は短縮された距離に基づく。

２０１０年日本レース選手権規定の制定
第１章

総

則

第１条
社団法人日本自動車連盟（以下「ＪＡＦ」という。）は、２０１０年（以
下「当該年」という。）のレース競技会において優秀な成績を収めた者の
栄誉をたたえるため、これを認定する日本レース選手権規定を制定する。
第２条 選手権の区分
日本レース選手権は次の通り区分する。
１．全日本選手権
２．地 方 選 手 権
地方選手権の呼称は、１サーキットで１シリーズを構成するものに
ついては、開催されるサーキット名を付し、また、複数のサーキッ
トで１シリーズを構成するものについては当該地方名を付する。

第６条 適用規則
１．全日本選手権および地方選手権のレースには、次の規則、規定が
適用される。
１）国際モータースポーツ競技規則およびその付則
２）国内競技規則およびその付則
３）本選手権規定
４）競技会特別規則
２．全日本選手権のレースには、前項の規則、規定のほか、各部門毎
に別に定める次の統一規則が適用される。
１）全日本選手権フォーミュラ・ニッポン統一規則
２）全日本フォーミュラ３選手権統一規則

第３条 選手権の構成
１．全日本選手権
全日本選手権は、次の２部門で構成される。
１）全日本選手権フォーミュラ・ニッポン（以下「Ｆ・ニッポン」
という。
）
ドライバーおよびチームに選手権を与える。
２）全日本フォーミュラ３選手権（以下「Ｆ３」という。）
参加車両により下記の２つのクラスとする。
Ｃクラス： ドライバー、チームおよびエンジンチューナー
に選手権を与える。
Ｎクラス： ドライバーおよびチームに選手権を与える。
２．地方選手権
地方選手権は、国内スポーツカレンダー登録規定の別表による各
地方で、次の３部門で構成され、地方および部門毎にドライバーに
選手権を与える。
１）フォーミュラ４地方選手権（以下「Ｆ４」という。
）
２）スーパーＦＪ地方選手権（以下「Ｓ－ＦＪ」という。
）
３）ツーリングカー地方選手権（以下「ツーリングカー」という。
）
ツーリングカーは、各オーガナイザーによりＪＡＦ国内競技車
両規則第３章公認車両および登録車両に関する一般規定第１条
１．９）気筒容積別クラス（１６クラス）から任意に最大５ク
ラスの設定を行うことができる。
ただし、設定されたクラス区分は当該年中に変更することは許
されない。

第７条 競技の格式および認定
１．全日本選手権および地方選手権は、自動車競技の組織に関する規
定第３条「競技会」に従った格式の競技とする。
２．全日本選手権または地方選手権のレースとして申請されたものの
中からＪＡＦが認定したレースのみが、選手権タイトルの使用を
許される。
３．ＪＡＦは、レース終了後、選手権レースとしての要件を満たさな
かったと判断したレースを選手権から除外し、そのレースからタイ
トルを取り消すことがある。
第８条 選手権の登録申請
日本レース選手権の登録申請を行うオーガナイザーは、国内スポーツ
カレンダー登録規定に従い、所定の書式により次の事項を記載しＪＡ
Ｆに申請書を提出すること。
１．選手権レースの開催月日、区分、部門
２．開催場所、１周の距離
３．レースの走行距離（周回数）
４．その他、必要記載事項
第９条 組織許可
日本レース選手権として認定されカレンダー登録が認められたレース
のオーガナイザーは、下記の期日までに所定の書式により当該レース
の組織許可申請書をＪＡＦに提出しなければならない。
１）全日本選手権（国際または準国際格式）：開催日の４ヶ月前
２）
〃
（国内格式）
：開催日の３ヶ月前
３）地方選手権
：開催日の２ヶ月前

第４条 レースの走行距離
１．選手権レースの最長走行距離および最短走行距離は次の通りとし、
レース毎に競技会特別規則書でレース距離（以下「当初のレース距
離」という。）を定める。
２ヒート以上の競技
１ヒートの競技
区 分
部 門
１ヒートの距離
合 計
最 短 最 長 最 短 最 長 最 長
F･ﾆｯﾎﾟﾝ
110 ㎞
300 ㎞
75 ㎞
180 ㎞
300 ㎞
全日本
選手権
Ｆ３
65 ㎞
100 ㎞
65 ㎞
75 ㎞
150 ㎞
Ｆ４
50 ㎞
100 ㎞
45 ㎞
75 ㎞
150 ㎞
地 方
S-FJ
30 ㎞
100 ㎞
25 ㎞
75 ㎞
150 ㎞
選手権
ﾂｰﾘﾝｸﾞｶｰ
30 ㎞
100 ㎞
－
－
－

第 10 条 日本レース選手権の公示
ＪＡＦは、各年度初めまでに日本レース選手権として認定したレース
を公示する。
第 11 条 日本レース選手権の延期、中止、非開催
１．日本レース選手権として認定されたレースの開催を延期し、また
は開催が不能となった場合、当該レースのオーガナイザーは、その
開催予定日の２ヶ月前までに、その理由を付してＪＡＦに届け出を
行い承認を得た上、必要な公示を行わなければならない。
２．日本レース選手権として認定されたレースを、正当な理由なく、
中止または開催しなかったオーガナイザーは、次年度の選手権レー
スの開催を認められない。

２．競技会審査委員会は、保安もしくは不可抗力のため、レースがス
タートする前迄に当初のレース距離を短縮することができる。
短縮された距離が前項に定める最短走行距離に満たない場合でも、
選手権レースとして認定される。
第５条 選手権レースの成立
１．各部門の選手権は、部門毎のレースが当該年度でそれぞれ３回以
上開催されなければ成立しない。
２．各部門のレースは、５台以上の車両がスタートしなければ成立せ
ず、選手権得点は与えられない。
ツーリングカー地方選手権は、当該クラスが５台以上の車両がス
タートしなければ成立せず、選手権得点は与えられない。

第 12 条 賞の授与
ＪＡＦは、第１７条および第２１条に定める得点基準に基づき、選手
権の各部門の最高得点者をその部門の日本レース選手権保持者として認
定し、「ＪＡＦモータースポーツ賞典規定」による賞典を与える。
第 13 条 規則違反
１．ＪＡＦは、日本レース選手権に適用される規則または規定に重大

３．不可抗力によりレースが中止された場合の取り扱いは次の通りと
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おいて６位以内に入賞した経験を有する者は、参加できない。
３．ツーリングカー
国内競技運転者許可証Ａ以上の所持者が参加できる。

な違反を犯した者を選手権から除外することがある。
２．ＪＡＦは、競技会審査委員会により国内競技車両規則違反に起因
する失格を宣告された者が当該年度に獲得した選手権得点を遡及し
て無効とすることがある。

第 20 条 公式予選
１．公式予選は、最少１５分（赤旗による中断時間は除く）とする。
２．公式予選は、少なくとも決勝レーススタートの３時間前までに終
了していなければならない。
３．ただし、競技会審査委員会がやむを得ない状況であると判断した
場合は、この限りではない。
４．公式予選通過基準タイムは、公式予選で達成されたタイムの上位
３位までのタイムを平均し、その１３０％以内とする。

第 14 条 本規定の特例
やむを得ない事情により本選手権規定を適用できない場合、ＪＡＦが
その処置を決定する。
第２章

全日本選手権

第 15 条 参加車両
選手権に参加できる車両は、部門毎の選手権統一規則にこれを定める。

第 21 条 得点基準
１．次の得点基準表に基づき、各選手権レースにおける上位１０位ま
でのドライバーに得点を与える。ただし、得点を得る車両は、当該
レースにおける同一部門の優勝車両が走行した周回数の９０％（小
数点以下切捨て）以上の周回数を走行していなければならない。
● 得点基準表
順位
１位
２位
３位
４位
５位

第 16 条 ドライバーの参加資格
１．Ｆ・ニッポン
１）国際ドライバーライセンスＢ以上の所持者が参加できる。
２）上記１）以外の参加資格は、当該選手権統一規則に従うこと。
２．Ｆ３
国内競技運転者許可証Ａ以上の所持者または、限定国内競技運転
者許可証Ａ所持者の内、ＪＡＦスポーツ資格登録規定第２条２．８）
に該当する者が参加できる。
ただし、次のいずれかに該当する者は参加できない。
１）当該選手権統一規則に定める当連盟への公式登録申請時にＦ
ＩＡスーパーライセンス所持者を所持している者。
２）２００８年～２００９年のＧＰ２またはＦ・ニッポンにおい
て、同一シリーズで同一年に４ポイント以上獲得した経験のあ
る者。

20 点

15 点

12 点

10 点

８点

順位

６位

７位

８位

９位

10 位

得点

６点

４点

３点

２点

１点

２．ドライバーは、選手権レースによって異なった車両で参加しても、
その車が当該部門の参加車両の規則に合致していれば、年間を通し
てその部門の得点は加算される。
３．ドライバーは、複数の選手権レースに出場して得た得点のうちか
ら、高得点順に次項に定めるレース数の得点を合計して選手権得
点とすることができる。
４．選手権得点の対象となるレース数は、以下の通りとする。
１）Ｆ４およびＳ－ＦＪ：
選手権レースとして成立した当該部門のレースの合計数の８
０％（小数点以下四捨五入）とする。
２）ツーリングカー：
選手権レースとして成立した当該部門のレースの合計数の７
０％（小数点以下四捨五入）とする。
ただし、開催された当該部門のレースの合計数が５回に満たな
い場合、開催された当該部門のレースのすべてが選手権得点の
対象となる。
５．同一部門で、複数のドライバーが同一の選手権得点を得た場合、
次の基準に基づき上位者を決定する。
１）有効得点（上記４．による選手権得点の対象レースで得た得
点）の範囲内で高得点を得た回数の多い順に順位を決定する。
２）上記１）の回数も同一の場合、当該競技者が獲得した全ての
得点の内、高得点を得た回数の多い順に順位を決定する。
３）上記１）および２）の方法によっても順位が決定できない場
合は、最終戦における得点をもって決定する。
最終戦の得点によっても順位が決定できない場合は、最終戦の
前の競技会における得点というように遡って順位が決まるまで
続ける。

第 17 条 得点基準
１．全日本選手権の得点は、所定の書式によりあらかじめＪＡＦに登
録されたドライバー、チームおよびエンジンチューナーを対象とす
る。
２．得点の基準および複数の者が同一の得点を得た場合の上位者の決
定方法は、各部門の選手権統一規則でこれを定める。

第３章

得点

地方選手権

第 18 条 参加できる車両
１．Ｆ４：
当該年のＪＡＦ国内競技車両規則に定めるフォーミュラ４（Ｆ４）
とし、本選手権に使用するタイヤは、ＪＡＦの承認のもとでオーガ
ナイザーによって指定されたものを使用しなければならない。
２．Ｓ－ＦＪ：
当該年のＪＡＦ国内競技車両規則に定めるスーパーＦＪ（Ｓ－Ｆ
Ｊ）とし、本選手権に使用するタイヤは、ＪＡＦの承認のもとでオ
ーガナイザーによって指定されたものを使用しなければならない。
３．ツーリングカー：
オーガナイザーからの申請に基づきＪＡＦが承認した技術規則に
定める車両とする。
第 19 条 ドライバーの参加資格
１． Ｆ４
限定国内競技運転者許可証Ａを含み、国内競技運転者許可証Ａ以
上国際ドライバーライセンスＢ以下のライセンス所持者で、次の
いずれかの条件を満たす者が参加できる。
１）過去のレース出場実績が３回以上。
２）過去のレース出場実績が２回以上で、かつＪＡＦ公認レーシ
ングコースにおけるスポーツ走行の経験時間が４時間以上あってそ
の証明を有すること。
３）過去にレースの出場実績が１回で、かつＪＡＦ公認レーシン
グコースにおけるスポーツ走行の経験時間が６時間以上あり、その
証明を有すること。
４）ＪＡＦ公認レーシングコースにおけるスポーツ走行の経験時
間が９時間以上あり、その証明を有すること。
２．Ｓ－ＦＪ
限定国内競技運転者許可証Ａを含み、国内競技運転者許可証Ａ以
上国際ドライバーライセンスＢ以下のライセンス所持者で、上記１．
１）～４）に定めるいずれかの条件を満たす者が参加できる。
ただし、過去にＧＰ２、Ｆ・ニッポン、Ｆ３のいずれかのレース

第 22 条 本規則の施行
本規則は、２０１０年１月１日より施行する。
以上
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両型式）されている場合は、生産の終了した当該年末まで参加車
両の資格を有する。
３）参加車両には４点式以上のＦＩＡ公認安全ベルトを装備しなけ
ればならない。
２．クラス３(NJ-3)およびクラス(JN-4)に参加する車両：
１）当該年のＪＡＦ国内競技車両規則第２編ラリー車両規定に定め
るラリーＲＮ車両（ＲＮ車両）またはラリーＲＪ車両（ＲＪ車両）
に適合した車両とする。
２）参加車両には４点式以上のＦＩＡ公認安全ベルトを装備しなけ
ればならない。

２０１０年日本ラリー選手権規定の制定
第１章

総

則

第１条 目的
社団法人日本自動車連盟（以下「ＪＡＦ」という。）は、２０１０年（以
下「当該年」という。）のラリー競技会において優秀な成績を収めたドラ
イバーおよびナビゲーター（ラリー競技開催規定に定めるスペシャルス
テージラリーにおいてはコ・ドライバー。以下総称して「ナビゲーター」
という。
）の栄誉をたたえるため、これを認定する日本ラリー選手権規定
を制定する。

第８条 クラス区分
参加車両は気筒容積に基づき下記の通りクラス区分される。
クラス１（JN-1）
： 気筒容積が 1400cc 以下の車両
クラス２（JN-2）
： 気筒容積が 1400cc を超え 1500cc 以下の２輪駆動
車両
クラス３（JN-3）
： 気筒容積が 1500cc を超え 3000cc 以下の車両
クラス４（JN-4）
： 気筒容積が 3000cc を超える車両

第２条 日本ラリー選手権の区分
本選手権は次の通り区分し、それぞれにドライバー部門およびナビ
ゲーター部門を設ける。
・全日本ラリー選手権（以下「全日本選手権」という。なお、英語表
記は Japanese Rally Championship とする。）
・地方ラリー選手権（以下「地方選手権」という。
）

第９条 参加資格
全日本選手権競技に出場するものは、参加申し込み締め切り時点にお
いて、参加車両を運転するのに有効なる運転免許を取得後１年以上経過
していなければならない。
前年の全日本選手権シリーズにおいて、総合選手権順位６位までに入っ
たドライバーは、全日本選手権競技と地方選手権競技に重複して参加す
ることは出来ない。

第３条 タイトル
ＪＡＦは、国内競技規則とその付則、ラリー競技開催規定および本規
定に基づいて組織し、開催されるラリー競技会のうちから、第２条に基
づき次の２タイトルを付す。
ただし、競技会終了後、選手権競技として要件を満たさなかったと判
断した場合、ＪＡＦは当該競技会のタイトルを取り消す場合がある。
１．全日本選手権として申請された国内格式以上の競技会のうちから、
３戦以上 10 戦以内を「全日本ラリー選手権競技会」として認定する。
２．各地域から地方選手権として申請された準国内格式以上の競技会
のうちから３戦以上 10 戦以内を当該地域の「地方ラリー選手権競技
会」として認定する。

第 10 条 得点基準および選手権順位の決定
１．得点基準
１）総合得点
選手権として成立した各競技で完走したドライバーおよびナ
ビゲーターに対し、競技結果成績の総合順位に従って下記の表に
よる得点を与える。

第４条 選手権競技および選手権シリーズの成立
１．全クラスが選手権として成立しなかった場合、または参加出走台
数が全クラス合計で 10 台に満たなかった場合、その競技会は選手権
としては成立しない。
２．１クラスあたりの参加出走台数が５台に満たなかった場合、その
クラスは選手権としては成立しない。ただし参加出走は認められ、
第９条または第 16 条に従った得点が与えられる。
３．選手権として成立した競技会が３戦に満たなかった場合、選手権
シリーズは成立しない。
第２章

順
得
順
得

位
点
位
点

１位
２０点
６位
６点

２位
１５点
７位
４点

３位
１２点
８位
３点

４位
１０点
９位
２点

５位
８点
１０位
１点

２）クラス別得点
選手権として成立した各競技で完走したドライバーおよびナ
ビゲーターに対し、競技結果成績に基づき、第７条に定めるクラ
ス別の順位に従って下記の表による得点を与える。
ただし、不成立となったクラスの車両が参加出走した場合にお
いて、隣接する上位クラスが成立しているときは、そのクラスは
当該車両を含んだ順位に基づいて得点が与えられるものとする。
順 位
１位
２位
３位
４位
５位
得 点 ２０点 １５点 １２点 １０点
８点
順 位
６位
７位
８位
９位
１０位
得 点
６点
４点
３点
２点
１点

全日本選手権

第５条 適用規則
１．全日本選手権および地方選手権のラリーには、次の規則、規定が
適用される。
１）国際モータースポーツ競技規則およびその付則
２）国内競技規則およびその付則
３）本選手権規定
４）競技会特別規則
２．全日本選手権のラリーには、前項の規則、規定のほか、別に定め
る「全日本ラリー選手権統一規則」が適用される。

３）得点係数
総合得点、クラス別得点とも、実際に行われたスペシャルステ
ージの総距離および路面に従って以下の係数を乗じる。なお、小
数点以下の得点も全て生かすものとする。
ｽﾍﾟｼｬﾙｽﾃｰｼﾞの距離
ターマック
ＭＩＸ
グラベル
50 ㎞未満
０．８
０．８
０．８
50 ㎞～100 ㎞未満
１．０
１．２
１．５
100 ㎞～150 ㎞未満
１．２
１．５
２．０
150 ㎞以上
１．５
２．０
２．５
ＭＩＸとは、スペシャルステージの総距離の５０％以上９
０％未満がグラベル路面であることとする。
２．選手権順位の決定
１）選手権として成立した競技会数が８戦以上の場合は高得点順に
７戦を、７戦以下の場合は全戦を得点合計の対象とする。
２）上記１）に従って各競技者の総合得点を合計し、その合計得点
が多い順に総合選手権順位を決定する。ＪＡＦは、この総合選手
権順位において第１位となったものを、総合選手権者として認定
する。
３）上記１）に従って各競技者のクラス別得点を合計し、その合計

第６条 競技形式および走行距離
１．競技形式はラリー競技開催規定に定めるスペシャルステージラリ
ーとする。ただし、ＪＡＦが特に認めた場合はこの限りではない。
２．スペシャルステージの総走行距離は 50km 以上設定されていること。
３．やむを得ない理由により競技が短縮された場合において、それま
でに終了したスペシャルステージの総距離が 30km を超えており、か
つ競技会審査委員会が適当と認めた場合、当該競技会は選手権とし
て成立したものとする。
第７条 参加車両
１．クラス１（JN-1）およびクラス 2（JN-2）に参加する車両
１）当該年のＪＡＦ国内競技車両規則第２編ラリー車両規定に定め
るラリーＲＮ車両（ＲＮ車両）、ラリーＲＪ車両（ＲＪ車両）ま
たはラリーＲＦ車両（ＲＦ車両）に適合した車両とする。
２）参加車両は、自動車検査証の初度登録年月より１０年経過して
いないこと。ただし、１０年経過後であっても国内生産（同一車
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ＪＡＦ中部・近畿ラリー選手権：静岡、富山、石川、福井、岐阜、
愛知、三重、大阪、兵庫、滋賀、
京都、奈良、和歌山
ＪＡＦ中四国ラリー選手権：岡山、鳥取、島根、広島、山口、香川、
徳島、高知、愛媛
ＪＡＦ九州ラリー選手権：福岡、大分、佐賀、長崎、熊本、宮崎、
鹿児島、沖縄
３．各地方選手権は原則として、上記に区分された当該地区内にすべ
ての行程が設定されなければならない。

得点が多い順にクラス別選手権順位を決定する。ＪＡＦは、この
クラス別選手権順位において第１位となったものを、クラス選手
権者として認定する。
４）上記２）または３）において、総合得点またはクラス別得点の
合計が複数の競技者について同一となった場合は、上位得点の獲
得回数が多い順に順位を決定する。
５）上記４）によっても順位が決まらない場合は、当該競技者が得
たすべての得点のうち、上位得点の獲得回数が多い順に順位を決
定する。
６）上記５）によっても順位が決まらない場合は、下記の通りとす
る。
(1) １位が複数存在する場合は、上位得点を獲得した競技会の総
出走台数または各クラスにおける出走台数の多い順、次に当該
年に全日本選手権競技に出場した回数の多い順に順位を決定す
る。
(2) 上記(1) 以外の場合は、同順位として認定する。ただし、下
位の者の順位は繰り上げない。２．選手権順位の決定

第 16 条 得点基準および選手権順位の決定
１．得点基準
選手権として成立した各競技会で完走したドライバーおよびナビ
ゲーターに対し、競技結果成績により、第 14 条に従って設定され
たクラスごとに、下記の表による得点を与える。
ただし、不成立となったクラスの車両が参加出走した場合におい
て、隣接する上位クラスが成立しているときは、そのクラスは当該
車両を含んだ順位に基づいて得点が与えられるものとする。
順 位
１位
２位
３位
４位
５位
得 点 ２０点 １５点 １２点 １０点
８点
順 位
６位
７位
８位
９位
１０位
得 点
６点
４点
３点
２点
１点
２．選手権順位の決定
１）選手権として成立した競技会が７戦以上の場合は高得点順に６
戦を、６戦以下の場合は全戦を得点合計の対象とする。
２）上記１）に従って各競技者の得点を合計し、その合計得点が多
い順にクラス別の選手権順位を決定する。ＪＡＦは、この選手権
順位において第１位となったものを、当該地区における各クラス
の選手権者として認定する。
３）上記２）において、得点の合計が複数の競技者について同一と
なった場合は、上位得点の獲得回数が多い順に順位を決定する。
４）上記３）によっても順位が決まらない場合は、当該競技者が得
たすべての得点のうち、上位得点の獲得回数が多い順に順位を決
定する。
５）上記４）によっても順位が決まらない場合は、下記の通りとす
る。
(1) １位が複数存在する場合は、上位得点を獲得した競技会の各
クラスにおける出走台数の多い順、次に当該年に当該クラスの
地方選手権競技会に出場した回数の多い順に順位を決定する。
(2) 上記(1) 以外の場合は、同順位として認定する。ただし、下
位の者の順位は繰り上げない。

第 11 条 競技会事務局の設置
全日本選手権競技会を開催するオーガナイザーは、競技会特別規則
書に記載された参加受付日から競技会終了までの間事務局を設置し、
かつ担当の事務局員１名以上を常駐させなければならない。

第３章
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第 12 条 走行距離
１．総走行距離は 100km 以上とする。ただし、ラリー競技開催規定に
定めるスペシャルステージラリーにおいてスペシャルステージの総
走行距離が 30km 以上の場合はこの限りではない。
２．やむを得ない理由により競技が短縮された場合において、競技会
審査委員会が適当と認めたときは、当該競技会は選手権として成立
したものとする。
第 13 条 参加車両
参加できる車両は、当該年のＪＡＦ国内競技車両規則第２編ラリー
車両規定に定めるＲＮ車両、ＲＪ車両またはＲＦ車両とする。
ただし、ＲＦ車両は、下記に従うこと。
１．過給器付き車両に関しては、当該年のＪＡＦ国内競技車両規則
第２編ラリー車両規定第３章第３条 3.17）に定められたエアリス
トリクターを装着しなければならない。
２．ホイールおよびタイヤについては、当該年のＪＡＦ国内競技車
両規則第２編ラリー車両規定第３章第６条ＲＪ車両規定に従うこ
と。

第４章

一般規定

第 17 条 ブリーフィング
すべての乗員および競技参加者は、必ずブリーフィングに出席し、か
つ出席表に署名しなければならない。

第 14 条 クラス区分
参加車両は気筒容積に基づき下記１．または２．のいずれかの方法
によりクラス区分される。
１．全日本選手権と同クラス区分
２．開催地域別に任意に設定されるクラス区分：
次の１）～３）の要件すべてを満たすことにより、クラス区分を
任意に設定することができる。ただし、１）～３）の要件のいずれ
かでも満たすことができない場合は、上記１．の全日本選手権と同
一クラス区分とする。
１）クラス区分は、当該年のＪＡＦ国内競技車両規則第２編ラリー
車両規定第１章一般規定第５条に基づき、最大４区分以内とするこ
と。
２）当該地域の地方選手権を構成するオーガナイザーすべての同意
を得ること。
３）上記１）および２）について、当該年の前年の１１月
１５日までにＪＡＦに申請すること。

第 18 条 保険
１．オーガナイザーは保険に関し、ラリー競技開催規定第６条に定め
る措置を講じること。
２．オーガナイザーは上記１．の保険に加え、当該競技会の参加者に
対してラリー競技に有効な傷害保険を付保すること。ただし、参
加者自身がラリー競技に有効な傷害保険（または共済）に加入し
ており、かつその事実が書面等の確実な手段によって証明される
場合はこの限りではない。
第 19 条 参加申し込み者に対する参加拒否
オーガナイザーは国内競技規則により、参加者に対して理由を示すこ
となく参加を拒否することが出来るが、この場合３日以内に当該理由を
付してＪＡＦに報告しなければならない。

第 15 条 参加資格
１．地方選手権に出場するものは、参加申し込み締め切り時点におい
て、参加車両を運転するのに有効なる運転免許を取得後１年以上経
過していなければならない。
２．地方選手権の地域区分は、下記の５地区に分割する。
ＪＡＦ北海道ラリー選手権：北海道
ＪＡＦ東日本ラリー選手権：青森、秋田、岩手、山形、宮城、福島、
新潟、長野、山梨、群馬、栃木、茨城、
埼玉、東京、神奈川、千葉

第 20 条 選手権競技の延期、中止、非開催
１．オーガナイザーは、選手権競技会の延期、または開催不能の場合、
その開催予定日の２ヵ月前までに、ＪＡＦにその理由を付して届け
出を行い承認を受けたうえ、必要な公示を行わなければならない。
２．正当な理由なく、認定された選手権競技会を延期もしくは中止し
た場合、または当該競技会を開催しなかった場合、そのオーガナイ
ザーに対しては、翌年の選手権競技の開催を認めない。
またＪＡＦは、組織許可申請以前の開催中止であっても、規則違反と
みなし、罰則を適用することがある。
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第 21 条 競技規則違反
１．道路運送車両の保安基準（昭和２６年運輸省令第６７号）または
国内競技車両規則に起因する失格を決定された競技者は、当該年
の全得点が無効となる場合がある。
２．オーガナイザーに規則違反または著しい競技運営の不備があった
とＪＡＦが判断した場合、そのオーガナイザーに対しては、翌年の
選手権競技の開催を認めない。

講習会開設規定の一部改正
第１章 Ｂライセンス講習会
（略）
第５条 講義科目および教材
講義科目は「自動車スポーツの概要」につき２時間以上とし、教材
として次のものを講習時に必携していなければならない。
１．モータースポーツハンドブック

第 22 条 オブザーバーの派遣
１．ＪＡＦは、選手権競技会の運営状況を確認するため、必要に応じ
てオブザーバーを派遣し、その報告に基づき必要な措置を講じるこ
とができる。
２．翌年に新たな全日本選手権競技会（申請時点で当該年の全日本選
手権カレンダーに登録されていない競技会）の開催を計画している
オーガナイザーは、カレンダー申請前に候補競技会（原則として地
方選手権競技会であること）の運営状況についてオブザーバーによ
る確認を受けていなければならない。
３．過去３年以内（３年前の年の１月１日から本選手権カレンダー登
録申請締切日までの間）に全日本選手権競技会を開催した実績のあ
るオーガナイザーは、上記２．は適用されない。

第６条
第４章
（略）

（以下略）
国際ソーラーカーライセンス講習会

第43条 教材
教材として、次のものを必携していなければならない。
１．モータースポーツハンドブック
２．国際モータースポーツ競技規則付則Ｈ項
３．その他講習会主催者の定めるもの
（略）

第 23 条 本規定の特例
やむを得ない事情により、本選手権規定を適用できない場合は、ＪＡ
Ｆにおいて、その処置を決定する。

第５章
（略）

第 24 条 本規定の施行
本規定は、２００９年９月１日から施行する。

本規定の施行

第50条 本規定の施行
本規定は、2009 年 11 月１日より施行する。
以上

以上
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２０１０年ＪＡＦ国内カート競技車両規則の概略
第９条 ボディワーク （略）
第１０条 トランスミッション （略）
第１１条 リアアクスル （略）
第１２条 チェーン／電動ベルトガード （略）
第１３条 ガード （略）
第１４条 サスペンション （略）
第１５条 ブレーキ （略）
第１６条 ステアリング （略）
第１７条 シート （略）
第１８条 ペダル （略）
第１９条 アクセルレーター （略）
第２０条 エンジン （略）
第２１条 吸気消音器
ＪＡＦが特に認めた場合を除き、吸気音量を効果的に低下させため
に CIK-FIA 公認(登録)の消音器の装着が義務付けられる。
耐ガス構造の吸気消音器に対する技術的なデータ
１）～５）
６）KF1、SuperKF、FSA、FA について：ダクト最大３０mm
KF4、KF3、KF2、ICA：ダクト最大２３mm
Superkartでは容量の変化するエアボックスの使用は禁止とす
る。

※２０１０年ＪＡＦ国内カート競技車両規則は、ＣＩＫ－ＦＩＡ車両規
則に倣い、条文の順序を並べ替えるとともに、一部内容を変更しました。
主な改正点は以下の通りです。なお、本規則の全文については、ＪＡＦ
ホームページ掲載の「ＪＡＦモータースポーツニュース（№１９３）」
（http://www.jaf.or.jp/msports/msinfo/fr/f_index.htm）をご参照下
さい。

第１章

カート競技車両の分類と定義

第１条 カート競技車両の分類
１．カート競技車両のクラス区分
カートは、使用されるエンジンによって、次の９つのカテゴリー
に区分される。
（略）

第２条

1
2

カテゴリー
FSA
FA

3

ICA

4

FP

5

FC

6
7
8

FS-4
FS-125
KF
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Superkart

定義

クラス
FSA
FA
FA-2
ＩＣＡ
ＦＲ－２
FP-Jr
FP-Jr Cadets
FP-2
FP-3
FC
FC-2
FS-4
FS-125
KF4
KF3
KF2
KF1
Super KF
Superkart

排気量
100cc
100cc
100cc
100cc
100cc
100cc
100cc
100cc
100cc
125cc
125cc
280cc
125cc
125cc
125cc
125cc
125cc
125cc
250cc

第２２条 排気
すべてのカテゴリーで、磁気反応鋼材製でなければならない。
KF4、KF2、KF1 および ICA においては、排気装置は公認を得ていな
ければならない。全カテゴリーとも（Superkart を除く）、排気はドラ
イバーの後方で行われなければならず、また地面から４５cm 以上の高
さで行われてはならない。
排気サイレンサーの出口は、その外径が 3cm 以上でなければならず、
第６条と第７条に規定する限度を超えてはならない（Superkart を除
く）。
排気装置を、どのような方法であれ、正常な運転位置に着座したド
ライバーの前方を、また位置する面を通過させることは禁止する。KF4、
KF2、KF1およびSuperkart Division1を除き、いかなる「パワーバル
ブ」も禁止される。
第２３条 音量規制 （略）
第２４条 燃料タンク （略）
第２５条 燃料 （略）
第２６条 ホイールおよびタイヤ （略）
第２７条 始動およびクラッチ （略）
第２８条 ナンバープレート （略）
第２９条 公認 （略）
第３０条 テレメトリー
１．テレメトリー（データ交信装置） （略）
２．データロガー（データ蓄積装置）
ＫＦ４、ＫＦ３、ＫＦ２において、排気温度センサーを使用する
ことは自由であるが、公認されたエキゾーストまたは寸法が規制さ
れたマニホールドを改造することはできない。
３．無線 （略）

（略）
第２章

第３条 総則 （略）
第４条 カート （略）
第５条 シャシー （略）
第６条 寸法と重量
１．技術仕様 （略）
２．重量
１）車両最低重量制限
①～⑦ （略）
⑧カテゴリーＫＦ

一般規定

：ＫＦ４
：ＫＦ３
：ＫＦ２
：ＫＦ１
：Super KF
：Superkart

：別途定める
：145kg
：158kg
：160kg
：160kg
：205kg／215kg

第３１条 リア赤色灯 （略）
第３２条 バッテリー （略）
第３章

⑨Superkart
２）～３） （略）
４）カートの重量を単一または複数のバラストを用いて調整するこ
とが認められるが、バラストは固定ブロックで、直径最小 6mm の
少なくとも 2 本のボルトを用いてシャシーまたはシートに取り付
けられていなければならない。
Superkart においては、バラストはシートに取り付けられては
ならず、直径最小 6mm の少なくとも 2 本のボルトを用いてシャシ
ーフレームのメインチューブまたはフロアトレイにのみ取り付け
ることができる。

第３３条

カートの安全性
第４章

第３４条

第７条 バンパー （略）
第８条 フロアトレイ （略）

フォーミュラ スーパーＡ（ＦＳＡ）

（略）

フォーミュラＡ特別規定

フォーミュラＡ（ＦＡ） （略）
フォーミュラＡ－２ （ＦＡ－２）
第６章
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（略）

フォーミュラスーパーＡ特別規定

第５章
第３５条
第３６条

カートと装備の安全性

（略）

インターコンチネンタルＡ特別規定

第３７条
第３８条

インターコンチネンタルＡ（ＩＣＡ）
フォーミュラリード－２（ＦＲ－２）
第７章

第３９条
第４０条
（略）
第４１条
第４２条

フォーミュラピストン特別規定

フォーミュラピストンジュニア（ＦＰ－Ｊｒ） （略）
フォーミュラピストンジュニアカデット（ＦＰ－ＪｒCadets）
フォーミュラピストン－２（ＦＰ－２）
フォーミュラピストン－３（ＦＰ－３）
第８章

第４３条
第４４条

第４６条

（略）

フォーミュラスーパー４特別規定

フォーミュラスーパー４
第１０章

（略）
（略）

フォーミュラＣ特別規定

フォーミュラＣ （ＦＣ） （略）
フォーミュラＣ－２ （ＦＣ－２）
第９章

第４５条

第47条固有の事項および以下の仕様によるＫＦ４で公認したエン
ジン。
１．パワーバルブの機械的な機能は自由とするが、公認書記載のすべ
ての構成部品が使用されており、それ以外には如何なるものも付加
されないこと。
２．パワーバルブ調整ノブを改造することができる（スロットルバル
ブ開度測定センサーの取付を目的にした改造のみ）。
３．燃焼室の最小容積は９ccとし、付則No.1cによる測定方法とする。
４．吸気および排気ダイヤグラムは自由。
５．公認書に記載されたトランスファーダクトの容量、排気ダクトの
長さ、排気ダクト出口の内側の輪郭およびシリンダーのガスケット
下面は、付則３に記載される方法に従って検査されなければならな
い。
６．エンジンの回転数は 16,000rpm までとする。
７．最大直径 24mm または 30mm の２本の調整用スクリューを備えるＫ
Ｆ２またはＫＦ１公認バタフライタイプキャブレターで、厳密にオ
リジナルのままでなければならない。また、当該公認書および吸気
ダクトの形状を検査するために製造者によって寄託された工具に適
合していなければならない。
８．23mm または 30mm のダクトの公認吸気消音器。
９．公認リードボックス。
１０．最高 16,000rpm のリミッター付き公認点火装置。
１１．クラッチは図No.15とNo.16に従うこと。
－最低重量（スターターリングとエンジンスプロケットを備えた
完全なクラッチ）はエンジン公認書に従う。
１２．エンジンクラッチは、最高3,000rpmでつながり、ドライバと共
にカートが前進しなければならない。すべての状況において、エン
ジンクラッチは最高5,000rpmで直接駆動（且つ100％クラッチがつ
ながっている）状態になければならない。
１３．公認排気装置
１４．タイヤ：５インチタイヤ。
１５．最低総重量：160kg（ドライバー含む）
１６．カートの最低重量：75kg（燃料を除く）

（略）
（略）

（ＦＳ－４）

（略）

フォーミュラスーパー１２５特別規定

フォーミュラスーパー１２５（ＦＳ－１２５）
第１１章

（略）

ＫＦ特別規定

第４７条 ＫＦ４ （略）
第４８条 ＫＦ３ （略）
第４９条 ＫＦ２
公認エンジンへの改造はすべて認められる。ただし、ＫＦ２公認書
に記載されているオリジナル部品の当初の外観、寸法、図面または写
真から変更されるような改造は、本規則の条項で明確に許可されてい
る場合、または安全上の理由（CIK-FIA によって発表される）がある
場合を除き、禁止される。
第47条固有の事項および以下の仕様によるＫＦ４で公認したエン
ジン。
１．パワーバルブの機械的な機能は自由とするが、公認書記載のすべ
ての構成部品が使用されており、それ以外には如何なるものも付加
されないこと。
２．スロットバルブ開度測定センサーの取付を認めるためにＫＦ１用
に特別に改造されたパワーバルブ調整ノブの装着は認められる。当
該センサーはＫＦ２で使用することは認められない。
３．燃焼室の最小容積は９ccとし、付則No.1cによる測定方法とする。
４．公認書に記載されたトランスファーダクトの容量、排気ダクトの
長さ、排気ダクト出口の内側の輪郭、最大弦線幅およびシリンダー
のガスケット下面は、付則３に記載される方法に従って検査されな
ければならない。
５．エンジンの回転数は 15,000rpm までとする。
６．最大直径 24mm の２本の調整用スクリューを備えるＫＦ２公認バタ
フライタイプキャブレターで、厳密にオリジナルのままでなければ
ならない。また、当該公認書および吸気ダクトの形状を検査するた
めに製造者によって寄託された工具に適合していなければならない。
７．クラッチは図No.15とNo.16に従うこと。
－最低重量（スターターリングとエンジンスプロケットを備えた
完全なクラッチ）はエンジン公認書に従う。
８．エンジンクラッチは、最高3,000rpmでつながり、ドライバと共に
カートが前進しなければならない。すべての状況において、エンジ
ンクラッチは最高5,000rpmで直接駆動（且つ100％クラッチがつな
がっている）状態になければならない。
９．最大 15,000rpm のリミッター付き公認点火装置。
１０．タイヤ：CIK-FIA 公認５インチミディアムのタイヤ。
１１．最低総重量：158kg（ドライバー含む）
１２．カートの最低重量：75kg（燃料を除く）

第５１条 Ｓｕｐｅｒ ＫＦ
ＫＦ４で公認されたエンジンに由来するエンジン。
公認エンジンへの改造はすべて認められる。ただし、以下を除く。
１．エンジン内部
１）ストローク
２）ボア（最大限度を超えて）
３）コネクティング・ロッド中心線
４）コネクティング・ロッド、クランクシャフト、クロスヘッドピ
ン？（gudgeon pin）の材料。磁気反応材でなければならない。
２．エンジン外部
１）搭載したエンジンの外部の特徴
２）サンプの下半分、シリンダーおよびシリンダーヘッドは、いか
なる場合もＫＦ４で公認を取得したモデルに由来するものでな
ければならない。
３．以下の技術仕様
１）シリンダーの最大容積：125cc
２）新素材は禁止される。
３）機械的な機能および／または伝達力を持つ部品については鉄も
しくはアルミニウムを使用すること。
４）カーボンはすべての構成部分において使用を禁止する。
５）水冷（クランクケース、シリンダー、シリンダーヘッド）は１
回路のみ、ウォーターポンプを結合したものとする。
６）鉄の鋳型ライナー付のシリンダーとする。
７）パワーバルブは自由であるが、電気接点のない空気調整式
（opening）と機械式（closing）であなければならない。
８）エンジンの回転数は16,000rpmまでとする。
９）クランクシャフトとは反対の方向に回転するアンバランス・シ
ステムを用いたバランスシャフトの使用が義務付けられる。バラ
ンシングは最小25%。取り外し可能で外部から直接コントロール
可能なバランスシャフトでなければならない。
１０）最大直径30mmの２本の調整用スクリューを備えるＫＦ１公認
バタフライタイプキャブレターで、厳密にオリジナルのままでな
ければならず、また、当該公認書および吸気ダクトの形状を検査
するために製造者によって寄託された工具に適合していなけれ
ばならない。
１１）23mmまたは30mmのダクトの公認吸気消音器。
１２）最高16,000rpmのリミッター付き公認点火装置。

第５０条 ＫＦ１
公認エンジンへの改造はすべて認められる。ただし、ＫＦ１公認書
に記載されているオリジナル部品の当初の外観、寸法、図面または写
真から変更されるような改造は、本規則の条項で明確に許可されてい
る場合、または安全上の理由（CIK-FIA によって発表される）がある
場合を除き、禁止される。
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とは、全日本選手権 Super KF 部門、地方選手権およびジュニア選手
権 FP-Jr Cadetes 部門コースシリーズにおいては各シリーズ最終競
技会を、全日本選手権ＫＦ２部門およびジュニア選手権(FP-Jr
Cadetes 部門コースシリーズを除く)においては東西統一競技会を、
それぞれいう。
）で上位順位を得た者を上位とする。
なお、当該部門の最終競技会に参加しなかった場合は、有効得点
のうち最終競技会により近い
競技会において高得点を得た者を
上位とする。
３．（略）

１３）電源を搭載したスターター
１４）クラッチは図№15または17、および16に従っており、最低重
量（スターターリングとエンジンスプロケットを備えた完全なク
ラッチ）はエンジン公認書に従う。
１５）エンジンクラッチは、最高3,000rpmでつながり、ドライバと
共にカートが前進しなければならない。すべての状況において、
エンジンクラッチは最高5,000rpmで直接駆動（且つ100％クラッ
チがつながっている）状態になければならない。
１６）タイヤ：５インチ
１７）最低総重量：160kg（ドライバー含む）
１８）カートの最低重量：75kg（燃料を除く）
第１２章
第５２条

第８条～第１９条

第２章

Ｓｕｐｅｒｋａｒｔ特別規定

Ｓｕｐｅｒｋａｒｔ
第１３章

第２０条～第３０条

（略）

「その他の車両（リブレ）」に関する規定
４輪車用エンジン搭載の禁止 （略）
リブレ車両の使用 （略）

第５６条

第１４章 本規則の施行
本規則の施行 （略）

第３１条～第４１条

（略）

２０１０年日本カート選手権規定の制定

(略)

第３条 日本カート選手権の部門
日本カート選手権は以下の選手権別に制定する。
１．全日本選手権
全日本選手権は以下の２部門に区分する。
１）Ｓｕｐｅｒ ＫＦ部門
２）ＫＦ２部門
２．～３．
（略）
日本選手権競技の走行距離または時間

区分

全日本選手権

地方選手権

ｼﾞｭﾆｱ選手権

第５条～第６条

部門

Super KF
ＫＦ２
ＦＰ－２
ＦＰ－３
ＦＳ－４
ＦＳ－１２５
ＦＣ－２
FP－Jr
FP－Jr Cadets

走行距離または時間
（各ヒートの合計）
最短

最長

30 ㎞または 30 分

90 ㎞または 90 分

第４５条

〃
30 ㎞または 30 分

50 ㎞または 50 分

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

30 ㎞または 30 分

50 ㎞または 50 分

20 ㎞または 20 分

40 ㎞または 40 分

（略）

なお、当該年に満１５歳に達しても、一般ライセンスを取得し
なければ、その年のフォーミュラピストンジュニア（FP-Jr）部
門に出場することが認められる。
３）
（略）
２．フォーミュラピストンジュニアカデット（ＦＰ－Ｊｒ Cadets）部
門
１）
（略）
２）年齢制限
１０歳（１０歳の誕生日を迎える当該年）以上１３歳未満の者。
なお、当該年に１３歳に達しても、その年のフォーミュラピス
トンジュニアカデット（FP-Jr Cadets）部門に出場することが
認められる。
３）出場できる地域シリーズは、東地域または西地域(第４９条の
１「地域区分」参照)の何れかに限定され、シリーズの途中で
変更することはできない。ただし、地域シリーズとコース
シリーズに重複して出場することは認められる。
４）東西統一競技会：
（１）当該年の東地域、西地域（第４９条の１.「地域区分」参照）
夫々で開催されたジュニア選手権の地域シリーズ競技会、ま
たはコースシリーズ競技会に出場した実績を有する者。
（２）出場できる部門は、ドライバーが当該年に出場した部門に限
定する。

総則

第１条 目的
社団法人日本自動車連盟（以下「ＪＡＦ」という。
）は２０１０年（以
下「当該年」という。
）のカート競技会において優秀な成績を収めた者
の栄誉をたたえるため、これを認定する日本カート選手権規定を制定
する。

第４条

ジュニア選手権

第４４条 ドライバーの出場資格
（略）
１．フォーミュラピストンジュニア（ＦＰ－Ｊｒ）部門
１）
（略）
２）年齢制限
１２歳（１２歳の誕生日を迎える当該年）以上１５歳未満の者。

以上

第１章

地方選手権

（略）
第４章

第４２条～第４３条

全日本選手権

（略）
第３章

その他の車両（リブレ）

第５３条
第５４条
第５５条

第２条

（略）

（略）

第４６条 開催場所
ジュニアカート選手権の開催場所は、カレンダー登録申請時点で同
選手権開催に有効なコース許可証を所持している公認カートコースで
あること。
第４７条 申請と認定
１．ジュニア選手権は、コースシリーズとして開催されるフォーミュ
ラピストンジュニアカデット(FP-Jr Cadets)部門を除き、原則とし
て１コース １競技会開催とする。
２．ＪＡＦはジュニア選手権としてオーガナイザーから申請された競
技会の中から、東地域、西地域および各カートコース毎に夫々３競
技会以上５競技会以内の競技会を選手権競技会として認定する。
３．（略）

（略）

第７条 選手権保持者の認定
（略）
１．
（略）
２．上記１の回数も同一の場合、当該部門の最終競技会（「最終競技会」

第４８条
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審査委員会の認定

ジュニアカート選手権競技会における審査委員会は３名で構成し、
審査委員長および審査委員１名はＪＡＦ派遣とする。
ただし、コースシリーズにおける審査委員長は、オーガナイザーが
「１級」のオフィシャルライセンス所持者またはエキスパートライセ
ンス所持者の中から選出しＪＡＦの承認を受けた者とする。なお、Ｊ
ＡＦが特に指名する場合もある。他の審査委員はオーガナイザーが指
名したものをＪＡＦが承認する。

下は Snell-FIACMS2007 および Snell-FIACMR2007 規格適合品の使用
を強く推奨する。
）
日本工業規格（JIS(T8133:2000)、JIS-C 種、または 2 種）
スウェーデン規格（SIS88、24、11(2)）
デンマーク規格（DS2124.1）
フィンランド規格（SFS3653）
ドイツ規格（ONS/OMK：白地または青地に黒、白地に青または白地
に赤のラベルのみ）
ス ネ ル 規 格 （ 1990SA お よ び 1995SA 、 SFIspec31.1 お よ び
SFIspec31.2）
イギリス規格（BS6658-85 タイプ A およびすべての修正型を含む
タイプ A/FR）
フランス規格（NFS72 305）
欧州経済共同体規格（E22 02、03 または 04 シリーズ）

第４９条 開催地域区分と競技の構成
１．
（略）
２．競技の構成：
ジュニア選手権は、次の２つから構成される。
１）地域シリーズ：
地域シリーズは、前項１.の東地域および西地域の２つの地域シ
リーズとして構成する。
東西統一競技会は、上記の選手権競技会終了後、開催される
２）コースシリーズ：（FP-Jr Cadets 部門のみ）
コースシリーズは、１つまたは複数のカートコースにおいて１
つのシリーズを構成する。この場合の呼称は、開催されるカー
トコース名を付す。

上記規格に適合しないものではＪＡＦ公認競技用ヘルメット（JAF
国内競技車両規則参照）の使用が推奨される。
（以下略）
第１１条～第１９条 （略）
第４章

第５０条 得点基準
１．～３．
（略）
４．地域シリーズの順位は東・西夫々の地域における得点および東西
統一競技会で獲得した得点のうち、高い得点の順に選手権として成
立した競技会数の７５％（小数点以下四捨五入）を集計し、その得
点合計により決定する。得点対象となる競技会が４回に満たない場
合は、全得点を合算する。
５．コースシリーズの順位は各競技会で獲得した得点のうち、高い得
点の順に選手権として成立した競技会数の７５％(小数点以下四捨
五入)を集計し、その得点合計により決定する。得点対象となる競
技会が４回に満たない場合は、全得点を合算する。
表 （略）

以上

カートライセンス発給規定の一部改正
２０１０年１月１日施行

第５１条 競技番号の指定
本年度のジュニア選手権各部門各シリーズ１位から１０位の者に対
して、翌年も本ジュニア選手権の同一部門同一シリーズに出場する場
合には、順位と同一の競技番号を与える。
（以下略）

第２章

カート競技ライセンス

第５条

(略)

(略)

第８条 年令制限の解除による更新
年令制限の解除によりライセンスを更新するときは、次の通りとす
る。ただし、旧ライセンスは直ちにＪＡＦへ返納しなければならない。
１．ジュニアＢからカート国内Ｂへ、ジュニアＡからカート国内Ａへ
は、当該年に１５歳の誕生日を迎える場合、１月以降に発給するこ
とができる
２．ジュニア国際からカート国際Ｃへは、当該年に１５歳の誕生日を
迎える場合、１月以降に発給することができる。
３．～４． (略)

以上

カート競技会参加に関する規定の一部改正
２０１０年１月１日施行

第１０条

(略)

第７条

第５３条 本規定の施行
本規定は、２０１０年１月１日より施行する。

第３章

第１章

第６条 ドライバーライセンスの年齢別発給
ライセンスの種別により次の通り発給年齢を区分する。ライセンス
の発給申請を行う際には、年齢（生年月日）を証明できる公的機関が
発行する書類を提示すること。
１．ジュニアＢライセンスは、１０歳（１０歳の誕生日を迎える当該
年）から満１５歳未満の者に発給する。
２．ジュニアＡライセンスは、１２歳（１２歳の誕生日を迎える当該
年）から満１５歳未満の者に発給する。
３．ジュニア国際ライセンスは、１３歳（１３歳の誕生日を迎える当
該年）から満１５歳未満の者に発給する。
４．カート国際Ａ、Ｂ、Ｃライセンスおよびカート国内Ａ、Ｂライセ
ンスは、１５歳(１５歳の誕生日を迎える当該年)以上の者に発給す
る。

第５２条 ジュニア選手権の成立
１．地域シリーズについては、第４９条１.に定める東・西何れかの地
域で、第３条３.に定める
フォーミュラピストンジュニア
（FP-Jr）部門、フォーミュラピストンジュニアカデット（FP-Jr
Cadets）部門毎に、競技会が当該年度に夫々３回以上開催されなけ
れば、その部門のジュニア選手権は成立しない。
２．コースシリーズについては、競技会が当該年度に３回以上開催さ
れなければ、その部門の当該ジュニア選手権は成立しない。

第１章～第２章

（略）

(略)

競技参加者の遵守すべき事項
第９条

～第１３条

(略)

第３章

カートオフィシャルライセンス

(略)

第１１条 ドライバーの服装
次に掲げるドライバーの服装は、競技を安全に行うため、装備の一
部と見なされ、車検時に技術委員の承諾を得なければならない。
１．ヘルメット：
フルフェイスタイプでなければならず、FIA 規定に適合したもの
（付則 L 項第 3 章第 1 条および CIK-FIA 技術規則 Appendix№2）ま
たは次の規格に適合したものの使用が推奨される。（なお、15 歳以

第１４条～第１５条

(略)

第１６条 カートオフィシャルライセンスの新規申請
新たにカートオフィシャルライセンスを申請するものは、満１８歳
以上とし、且つ次の条件のいずれかを満たした者で、所定の申請書に
必要事項を漏れなく記入してＪＡＦ各地方本部事務局宛に提出するも
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のとする。ただし、未成年者については親権者または保護者の同意を
必要とする。
カートオフィシャルライセンスの取得は３級から始めなければならな
い。
(以下略)
第１７条～第２１条
第４章

２００９年全日本カート選手権統一規則
の一部改正
２００９年９月１日施行

(略)
２００９年ＪＡＦ全日本カート選手権統一規則

(略)

第１条～第４９条

以上

の一部改正
２０１０年１月１日施行
（略）

第９条 受講者および受講料
１．カート国内Ｂ講習会
１）１０歳（１０歳の誕生日を迎える当該年）から１５歳未満の者
は、カートジュニアライセンスを取得するため受講することがで
きる。１０歳（１０歳の誕生日を迎える当該年および１１歳の受
講者は、親権者／保護者と共に講習会を受講しなければならない。
なお、受講者は公的な書類等により年齢を証明しなければならな
い。
２）１５歳（１５歳の誕生日を迎える当該年）を超える者は、カー
ト国内Ｂライセンスを取得するため受講することができる。
（以下略）

２００９年全日本カート選手権ＫＦ２部門適用車両規定
ＫＦ４およびＫＦ２として公認されたエンジン(*)に以下の改造が
加えられる。
* 使用できるエンジン：ＫＦ４および／またはＫＦ２として公認さ
れたエンジン。
* 使用できる部品：2008 年および 2009 年の追加公認リスト
（EQUIPMENT EXTENSIONS）に
ある部品。
* 公認されたエンジンのすべての改造は認められる。ただし、ＫＦ
２公認書に記載されている
オリジナルの部品の当初の外観、
寸法、図面または写真から変更される改造は禁止される。
（上記の
通り追加公認リストにある部品は使用できる。
）
（１）～（７） (略)
（８）エンジンクラッチは以下のいずれかに適合していること。
①2008 年技術規則に基づく公認されたもの。最大 5,000rpm でつな
がり、ドライバーと共にカートが前進しなければならない。すべ
ての状況において、エンジンクラッチは最高 6,500rpm で直接駆
動（且つ 100％クラッチがつながっている）状態になければなら
ない。
②CIK-FIA2009 技術規則 技術図面№15 および 16 に従ったもの。
最高 3,000rpm でつながり、
ドライバーと共にカートが前
進しなければならない。すべての状況において、エンジンクラッ
チは最高 5,000rpm で直接駆動（且つ 100％クラッチがつながっ
ている）状態になければならない。スターターリングおよびエン
ジンスプロケットを備えたコンプリート・クラッチの最低重量は、
エンジンの公認書に従うこと。
（９）～（１１） (略)

第１０条～第１２条 （略）
以上

カートオフィシャルライセンス講習会規定
の一部改正
２０１０年１月１日施行
第１条～第９条

（略）

２００９年全日本カート選手権ＫＦ１部門適用車両規定
ＫＦ４およびＫＦ１として公認されたエンジンに以下の改造が加え
られる。
（１）～（１４） (略)
（１５）エンジンクラッチは、以下のいずれかに適合していること。
①2008年技術規則に基づく公認されたもの。最大5,000rpmでつ
ながり、ドライバーと共にカートが前進しなければならない。
すべての状況において、エンジンクラッチは最高6,500rpmで直
接駆動（且つ100％クラッチがつながっている）状態になけれ
ばならない。
②CIK-FIA2009技術規則 技術図面№15および16に従ったもの。
最高3,000rpmでつながり、
ドライバーと共にカートが前
進しなければならない。すべての状況において、エンジン
クラッチは最高5,000rpmで直接駆動（且つ100％クラッチがつ
ながっている）状態になければならない。スターターリングお
よびエンジンスプロケットを備えたコンプリート・クラッチの
最低重量は、エンジンの公認書に従うこと。
（１６）～（１９） (略)

カートドライバーライセンス講習会規定

第１条～第８条

ＫＦ１、ＫＦ２部門

（略）

第１０条 受講者および受講料
１．受講資格は、ＪＡＦの個人会員で満１８歳以上の者とし、３級を
除き次の通りとする。
（以下略）
第１１条～第１３条 （略）
以上

以上

14

２０１０年ＦＩＡ国際スポーツカレンダー登録申請一覧
2009 年 8 月 1 日現在
№
１

開 催 日

４／３～４

３

４／１７～１８

４

５／１～２

５

５／２１～２３

６

５／２２～２３

７

７／１７～１８

８

７／２４～２５

８／７～８

11

８／２１～２２

ＳＭＳＣ

2010 SUPER GT Round 2

㈱岡山国際ｻｰｷｯﾄ

OKAYAMA GT300KM RACE (JAF-GT)

ＡＣ

2010 全日本選手権ﾌｫｰﾐｭﾗ･ﾆｯﾎﾟﾝ
鈴鹿ｻｰｷｯﾄ (FN)

13

９／１０～１２

14

15

富士ｽﾋﾟｰﾄﾞｳｪｲ㈱

(JAF-GT)

ＦＭＣ

HOKKAIDO (FIA Gr. A,N)
2010 全日本選手権ﾌｫｰﾐｭﾗ･ﾆｯﾎﾟﾝ

Ｍ．Ｏ．Ｓ．Ｃ．

ﾂｲﾝﾘﾝｸもてぎ (FN)

㈱ﾓﾋﾞﾘﾃｨﾗﾝﾄﾞ

2010 全日本選手権ﾌｫｰﾐｭﾗ･ﾆｯﾎﾟﾝ

ＡＰＣ

ｵｰﾄﾎﾟﾘｽ (FN)

㈱ｵｰﾄﾎﾟﾘｽ

奥州ＶＩＣＩＣ

SUGO GT 300km ﾚｰｽ (JAF-GT)
FIA ALTERNATIVE ENERGIES CUP
DREAM CUP ｿｰﾗｰｶｰﾚｰｽ鈴鹿 2010 (ｿｰﾗｰｶｰ)

読売新聞社

2010 全日本選手権ﾌｫｰﾐｭﾗ･ﾆｯﾎﾟﾝ

Ｍ．Ｏ．Ｓ．Ｃ．

ﾂｲﾝﾘﾝｸもてぎ (FN)

㈱ﾓﾋﾞﾘﾃｨﾗﾝﾄﾞ

ＳＭＳＣ

39th International Suzuka

㈱ﾓﾋﾞﾘﾃｨﾗﾝﾄﾞ

2010 全日本選手権ﾌｫｰﾐｭﾗ･ﾆｯﾎﾟﾝ

富士ｽﾋﾟｰﾄﾞｳｪｲ㈱

富士ｽﾋﾟｰﾄﾞｳｪｲ (FN)

ＦＭＣ

2010 FIA World Rally Championship
RALLY JAPAN (FIA Gr. A,N)

ＡＧ．ＭＳＣ北海道

㈱ﾓﾋﾞﾘﾃｨﾗﾝﾄﾞ

2010 全日本選手権ﾌｫｰﾐｭﾗ･ﾆｯﾎﾟﾝ
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ SUGO (FN)

１０／３０～３１

20

１１／６～７

１１／１３～１４

「競技会名称」欄に記載されている（

富

国際

北海道

国際

ﾂｲﾝﾘﾝｸもてぎ

国際

ｵｰﾄﾎﾟﾘｽ

国際

国際

国際

富士ｽﾋﾟｰﾄﾞｳｪｲ㈱

(JAF-GT)

ＦＭＣ
ＡＰＣ

アジアンＧＴフェスティバル

㈱ｵｰﾄﾎﾟﾘｽ

2010 SUPER GT Round 8

Ｍ．Ｏ．Ｓ．Ｃ．

もてぎ GT250km ﾚｰｽ (JAF-GT)

㈱ﾓﾋﾞﾘﾃｨﾗﾝﾄﾞ

2010ＦＩＡ世界ﾂｰﾘﾝｸﾞｶｰ選手権

ＡＣ

Race of Japan (FIA-S2000)

㈱岡山国際ｻｰｷｯﾄ

2010 全日本選手権ﾌｫｰﾐｭﾗ･ﾆｯﾎﾟﾝ
鈴鹿ｻｰｷｯﾄ (FN)

士

ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ
ＳＵＧＯ

鈴

鹿

ﾂｲﾝﾘﾝｸもてぎ

国際

鈴

鹿

国際

富

士

国際

北海道

国際

㈱菅生
奥州ＶＩＣＩＣ

2010 SUPER GT Round 7

（FIA-GT3 等）

19

国際

国際

Ｓ．Ｓ．Ｃ

2010 ゴールドカップレース

１０／２３～２４

鈴 鹿

ＪＡＦ

Ｍ．Ｏ．Ｓ．Ｃ．

18

国際

㈱ﾓﾋﾞﾘﾃｨﾗﾝﾄﾞ

３００ Ｍｉｌｅｓ (IRL)

１０／１６～１７

岡山国際

Ｓ．Ｓ．Ｃ

2010 Ｉｎｄｙ Ｊａｐａｎ

17

鹿

国際

㈱菅生

2010 SUPER GT Round 5

（予備日 9/20）

１０／２～３

21

ＡＧ．ＭＳＣ北海道

９／１７～１９

16

鈴

ＧＳＳ
ＳＭＳＣ

2010 SUPER GT Round 3

2010Asia Pacific Rally Championship RALLY

９／２５～２６

国際

㈱ﾓﾋﾞﾘﾃｨﾗﾝﾄﾞ

GT ｻﾏｰｽﾍﾟｼｬﾙ (JAF-GT)
８／２８～２９

開催場所

㈱ﾓﾋﾞﾘﾃｨﾗﾝﾄﾞ

2010 SUPER GT Round 6

12

格式

ＫＳＣＣ

Suzuka GT 300km (JAF-GT)

７／３０～８／１

10

オーガナイザー

2010 SUPER GT Round 1

３／２０～２１

２

９

競 技 会 の 名 称

ﾂｲﾝﾘﾝｸもてぎ
ｽｰﾊﾟｰｽﾋﾟｰﾄﾞｳｪｲ
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ
ＳＵＧＯ

国際

富

士

国際

ｵｰﾄﾎﾟﾘｽ

国際

ﾂｲﾝﾘﾝｸもてぎ

国際

岡山国際

国際

鈴 鹿

国際

富

ＧＳＳ
ＳＭＳＣ
㈱ﾓﾋﾞﾘﾃｨﾗﾝﾄﾞ

2010 SUPER GT & ﾌｫｰﾐｭﾗ･ﾆｯﾎﾟﾝ

富士ｽﾋﾟｰﾄﾞｳｪｲ㈱

ｵｰﾙｽﾀｰﾚｰｽ （JAF-GT,FN）

ＦＭＣ

）内の記号は、競技車両を指します。
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士

２０１０年全日本ジムカーナ選手権カレンダー
開催日

競技会名称

オーガナイザー

開催場所

１

３月２７日
２８日

２０１０年ＪＡＦ全日本ジムカーナ選手権第１戦
EXCITE GYMKHANA in 備北

ﾗﾘｰｸﾗﾌﾞ米子
ﾁｪﾘｯｼｭﾓｰﾀｰｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ
鷲羽ﾓｰﾀﾘｽﾄｸﾗﾌﾞ

備北ｻｰｷｯﾄ

２

４月２４日
２５日

２０１０年ＪＡＦ全日本ジムカーナ選手権第２戦
ALL JAPAN GYMKHANA in 名阪

ﾓｰﾀﾘｽﾄｸﾗﾌﾞﾚｲｼﾞｨｰﾀﾞﾌﾞﾘｭｴｽ

名阪ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ C ｺｰｽ

３

５月１６日

２０１０年ＪＡＦ全日本ジムカーナ選手権第３戦
ＳＵＧＯオールジャパンジムカーナ

奥州ﾋﾞｸﾄﾘｰｻｰｸﾙｸﾗﾌﾞ

ＳＵＧＯ西ｺｰｽ

４

６月１２日
１３日

２０１０年ＪＡＦ全日本ジムカーナ選手権第４戦
とびうめジムカーナフェスティバル in 九州

ｴｰｱｰﾙｼｰとびうめ
ﾗﾘｰｸﾗﾌﾞｵｵｲﾀ
ｸﾞﾗﾍﾞﾙﾓｰﾀｰｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

モビリティおおむた

５

７月４日

２０１０年ＪＡＦ全日本ジムカーナ選手権第５戦
オールジャパンジムカーナ

ｶｰｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞｺｸﾋﾟｯﾄ
AG.ﾒﾝﾊﾞｰｽﾞｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ北海道

ｵｰﾄｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞｽﾅｶﾞﾜ

６

７月３１日
～８月１日

２０１０年ＪＡＦ全日本ジムカーナ選手権第６戦

ﾁｰﾑｼｪｲｸﾀﾞｳﾝ
ﾇｳﾞｫﾗｰﾘｽﾎﾟｰﾂ
㈱ﾓﾋﾞﾘﾃｨﾗﾝﾄﾞ

ﾂｲﾝﾘﾝｸもてぎ
北ｼｮｰﾄｺｰｽ

７

８月２１日
２２日

２０１０年ＪＡＦ全日本ジムカーナ選手権第７戦
SUPER GYMKHANA IN IOX-AROSA

ｴｰｽﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ&ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｽﾞ

ｲｵｯｸｽｱﾛｰｻﾞｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

８

９月１１日
１２日

２０１０年ＪＡＦ全日本ジムカーナ選手権第８戦
ジムカーナ IN SUZUKA （仮称）

淀ﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ
ﾓｰﾀｰｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ奈良

鈴鹿ｻｰｷｯﾄ国際南ｺｰｽ

９

１０月２日
３日

２０１０年ＪＡＦ全日本ジムカーナ選手権第９戦
RRC 群馬ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄｼﾞﾑｶｰﾅ IN 本庄

ﾛｰﾄﾞﾗﾝﾅｰﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ群馬

本庄ｻｰｷｯﾄ

２０１０年ＪＡＦカップオールジャパンジムカーナカレンダー
開催日

１

１1 月１３日
１４日

競技会名称

オーガナイザー

２０１０年ＪＡＦカップオールジャパンジムカーナ
２０１０年ＪＭＲＣ全国オールスタージムカーナ

16

ﾓｰﾀｰｽﾎﾟｰﾃｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞﾗｽｶﾙ
ﾗﾘｰﾁｰﾑｸﾛｽﾛｰﾄﾞ
ｼｰｱｰﾙｴﾑｼｰ

開催場所

モビリティおおむた

２０１０年全日本ダートトライアル選手権カレンダー
開催日

競技会名称

オーガナイザー

開催場所

１

４月１７日
１８日

2010 年ＪＡＦ全日本ダートトライアル選手権第１戦
RASCAL SPRING TRIAL IN KYUSHU

ﾓｰﾀｰｽﾎﾟｰﾃｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞﾗｽｶﾙ
福岡ﾓｰﾀｰｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ
ｼｰｱｰﾙｴﾑｼｰ

モビリティおおむた

２

５月２９日
３０日

2010 年ＪＡＦ全日本ダートトライアル選手権第２戦
KEN MILLENNIUM CUP TRIAL in MARUWA

ｴﾑｽﾘｰﾚｰｼﾝｸﾞ

丸和ｵｰﾄﾗﾝﾄﾞ那須

３

６月２０日

2010 年ＪＡＦ全日本ダートトライアル選手権第３戦
ダートスプリント in 門前

スリーアール

輪島市
門前ﾓｰﾀｰｽﾎﾟｰﾂ公園

４

７月１１日

2010 年ＪＡＦ全日本ダートトライアル選手権第４戦
北海道ダートスペシャル in スナガワ

AG.ﾒﾝﾊﾞｰｽﾞｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ北海道

ｵｰﾄｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞｽﾅｶﾞﾜ

５

８月８日

2010 年ＪＡＦ全日本ダートトライアル選手権第５戦
東北ダートトライアル in ＫＩＲＩＹＡＮＡＩ

ﾓｰﾀｰｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞはちのへ
ﾓｰﾀｰｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞあきた

ｻｰｷｯﾄﾊﾟｰｸ切谷内

６

８月２８日
２９日

2010 年ＪＡＦ全日本ダートトライアル選手権第６戦
NOZAWA ダートトライアル

ﾗﾘｰﾁｰﾑ･ﾛｰﾄﾞﾅｲﾄ

ﾓｰﾀｰﾗﾝﾄﾞ野沢

７

９月１９日

2010 年ＪＡＦ全日本ダートトライアル選手権第７戦
コスモススーパートライアル

ﾁｰﾑｻﾝﾀﾞｰｽ
ﾓｰﾀｰｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ奈良

コスモスパーク

８

１０月９日
１０日

2010 年ＪＡＦ全日本ダートトライアル選手権第８戦
モンテカルロカップダートトライアル IN 広島

ｶｰｸﾗﾌﾞ錦
ﾁｰﾑﾃｽﾀｽﾎﾟｰﾂ
ｺﾙﾄﾓｰﾀｰｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ広島

ﾃｸﾆｯｸｽﾃｰｼﾞﾀｶﾀ

２０１０年ＪＡＦカップオールジャパンダートトライアルカレンダー
開催日

１

１１月６日
７日

競技会名称

オーガナイザー

2010 年ＪＡＦカップオールジャパンダートトライアル
2010 年ＪＭＲＣ全国オールスターダートトライアル
in
中部

17

ﾁｰﾑｼｬﾚｯﾄ
ｴﾌｵｰﾄｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ
東濃ｶｰｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

開催場所

ｵｰﾄﾊﾟｰｸ今庄

18

