特 別 規 則 書
公示
本競技会はＪＡＦ公認のもとに、ＦＩＡの国際モータースポーツ競技規則に準拠した日本自動車連盟(ＪＡＦ)の国内競技規則及び、本特別
規則に従って地方競技およびクローズド競技として開催される。
第１条

競技会の名称
２０２２クレバーサーキットトライアル in 筑波 第 1 戦～第４戦‐Ａライ講習会付－

第２条

競技種目
サーキットトライアル

第３条

オーガナイザー
チームクレバーレーシング
代表 平塚 由紀人
〒143-0012 東京都大田区大森東１－３２－５－９０１
℡ ０３－３７６６－３３１２
Fax ０３－３７６６－３３５１

第４条

開催日及び場所
第１戦
第２戦
第３戦
第４戦

２０２２年 ２月２６日（土）
２０２２年 ５月 １日（日）
２０２２年 ９月 ４日（日）
２０２２年１２月１１日（日）

コース所在地： 筑波サーキット
第５条

筑波サーキット
筑波サーキット
筑波サーキット
筑波サーキット

コース２０００
コース２０００
コース２０００
コース２０００

茨城県下妻市村岡乙１５９
℡ ０２９６－４４－３１４６
常磐自動車道谷和原Ｉ．Ｃより約３０分

大会役員

1.
2.
3.

大会審査委員会
委員長
大会組織委員会
委員長
競技役員
競技長
技術委員

栗原 尚

委員

飯塚 光幸

平塚 由紀人

委員

岡野 耕一

平塚 由紀人
平塚 由紀人

コース委員長
救急委員長

岡野 耕一
原田 稜子

委員

原田 稜子
計時委員長
事務局長

原田 稜子
平塚 由紀人

第６条

参加資格および定員
Ａ部門(Ａライ講習会受講者限定クラス)
競技運転者は、同日開催するＡライセンス講習会の受講者で２０２２年度有効なＪＡＦ国内競技運転者
許可証Ｂの所持者とする。
Ｂ部門(ライセンスは取得したが走行経験が比較的浅い入門者クラス)
競技運転者は、２０２２年度有効なＪＡＦ国内競技運転者許可証ＢまたはＡの所持者とする。
Ｃ部門(中級~上級者向けクラス/クローズド)
競技運転者はオーガナイザーの正会員または準会員とし、ライセンス所持の有無を問わない。一般の方
が準会員となる為に登録料 1000 円を必要とするが、料金は参加料に含むものとする。
参加台数は原則としてＡ部門３０台、Ｂ部門２５台、Ｃ部門２５台までとする。

第７条

参加車両及びクラス区分
1.本競技会に参加が認められる車両は、２０２２年ＪＡＦ国内競技車両規則、第３編スピード車両規定、第７章 B 車両規定に適
合した車両とする。
2.クラス区分
Ａ部門：同日開催の A ライセンス講習会を受講される方限定のＢ車両。気筒容積（排気量）によるクラス区分はありま
せん。
（ライセンス必要）
Ｂ部門：Ｂ車両。気筒容積（排気量）によるクラス区分はありません。
（ライセンス必要）
Ｂ－１： 目標タイム１分１３秒とするクラスで、１分１３秒 000 よりも早いタイムを記録した場合は賞典外とする。また
Ｂ－1 クラスで章典外となったドライバーはそのシーズンはＢ－1 クラスでは参加出来ないこととする。
Ｂ－２： 目標タイム 1 分 8 秒とするクラスで、1 分 8 秒 000 よりも早いタイムを記録した場合は賞典外とする。
B－２クラスを 2 グループにする場合がある。分ける場合は前戦の実績にて行いグループ分けに関する抗議は受け
付けないものとする。
Ｃ部門 以下クローズドクラス (ライセンス不要 )
Ｃ－１：
最大のタイヤサイズ(幅)が２２５以下の２輪駆動の車両 (２２５含む)
２４００cc 以下のＮＡ車両または１５００cc 以下のターボ(SC 含む)車両
Ｃ－２：
最大のタイヤサイズ(幅)が２５５以下の２輪駆動および４輪駆動車両 (２５５含む)
Ｃ－３：
最大のタイヤサイズ(幅)が２５５を超える２輪駆動および４輪駆動車両
2.1 C 部門において前年実績やドライバーの技量、改造、車種によりオーガナイザーが参加クラスを指示する場合がある。
クラス分けに関する抗議は認められないものとする。前年実績によるクラス変更などはブルテンにて公示する。
また下位クラスのタイヤを装着し、上位クラスへのエントリーを希望する場合は、予めその旨を申告し、オーカナイザ
ーの承認を得なければならない。

第８条

参加申込
1） 参加申込みは次のいずれかの方法とする。
① 現金書留めによる申込み
参加申込書、誓約書、車両申告書を記入し、参加受付期間内に、申込み書類と参加料を現金書留にて送付すること。
② 銀行振込による申込み
参加申込書、車両申告書を記入し、参加料を指定の口座に振込み、受付期間内に、申し込み書類に口座振り込み控
えのコピーを同封し、封書にて送付すること。(振込み手数料は各自の負担とする。)
③

2）
3）

4）

5）

6）

7）
8）
第９条

インターネットからの申し込み
メールフォームに必要事項を入力し送信。参加料はメール送信後３日以内に指定の口座に振り込みすること。(振込
み手数料は各自の負担とする。)
同一車両による重復参加は認められない。
参加受付期間
第１戦
１月１１日～ ２月１９日迄(必着)
第２戦
３月１４日～ ４月２４日迄(必着)
第３戦
７月１８日～ ８月２８日迄(必着)
第４戦
１０月２４日～１２月 ４日迄(必着)
参加料
Ａ部門
一般
１１，０００円 (Ａライ講習会受講料は別途２０，０００円必要)
Ｂ部門
一般
２０，０００円
クラブ正会員 １８，０００円
Ｃ部門
クラフ準会員(一般) ２０，０００円
クラブ正会員 １８，０００円
参加申込先
チームクレバーレーシング
〒１４３－００１２ 東 京 都 大 田 区 大 森 東 １ － ３ ２ － ５ － ９ ０ １
℡ ０３－３７６６－３３１２
ＦＡＸ０３－３７６６－３３５１
振込先
銀行名：三井住友銀行 大森支店
口座番号：(普) １６５３６６７
口座名：チーム クレバー レーシング ダイヒョウ ヒラツカユキヒト
参加受理後の取消しは、参加料は返還されない。
（Ａライ講習会も同様）
参加申込にあたり仮名で参加申込をすることが出来る。ただしＡ部門及びＢ部門においてはライセンス表記名が
仮名で登録されている場合に限る。また仮名は 10 文字までとし、年間を通じて同じ名称を使うこと。

車両の変更
やむを得ない理由がある場合には、車両を変更することができる。その場合、開催日の３日前までに、新たな車両申告書を事務
局に提出し、競技会審査委員会の承認を受けなければならない。車両変更がある場合にのみ、締め切り後の申告タイヤの変更を
認める。

第１０条 競技番号
競技番号(ゼッケン)は大会事務局が決定し、特別な要求は受け付けない。
第１１条

車検
参加車両は公式車両検査を受けなければならない。

第１２条

競技方法
1） 競技方法
Ａ部門

Ｂ部門・Ｃ部門
本番１回目（２２分、計測有）
本番（約１５分、計測有）
↓
本番２回目（２２分、計測有）
※コースオープンからチェッカーまで１２分間となります。 ※コースオープンからチェッカーまで１８分間となります。
※Ｂ部門・Ｃ部門は本番１回目のベストタイムと本番２回目のベストタイムのうち良い方のタイムをその日のベストタイ
ムとし、他のドライバーと比較して順位を決定します。
2） 原則としてＡ部門は１ヒート、Ｂ部門・Ｃ部門は２ヒート行う。
3） コースインは各車一定の間隔を置き競技役員の指示により行う。
4） 旗信号は国際スポーツスポーツ競技規則付則Ｈ項に準拠して使用する。
1.競技長(あるいはその代理人)によって、メインポストにおいて使用される旗信号
ａ）国旗またはクラブ旗
スタート
ｂ）チェッカーフラッグ
競技終了。チェッカー後は追い越し禁止。1 周してピットロードへ入る。
ｃ）赤旗
競技の中止。ドライバーはただちに速度を落とし、ピットレーンに進行すること。必要
に応じて停車できる体制をとること。追い越し禁止。
ｄ）黒旗
指示を受けたドライバーは指定された場所に停車のこと。
ｅ）オレンジの円形のある黒旗 車両に機械的欠陥がある。指定された場所に停止すること。
ｆ）黒と白に 2 分割された旗
スポーツ精神に反する行為に対する警告
2.オブザベーションポストで使用される旗
ａ）赤旗
競技の中止。ドライバーはただちに速度を落とし、ピットレーンに進行すること。必要
に応じて停車できる体制をとること。追い越し禁止。
ｂ）黄旗
危険箇所あり、速度を落とせ。追い越し禁止。

ｃ）赤の縦縞のある黄旗
ｄ）青旗
ｅ）白旗
ｆ）緑旗

路面が滑りやすい。
他の競技者が接近し追い越しを行おうとしている。
低速走行車両がある。
コースクリア。追い越し禁止区間の解除。

第１３条 タイヤ規定
1） Ａ部門
2） Ｂ部門

注：指定タイヤは第 14 条 4）参照
指定タイヤの使用は認められる。
B-1 クラスは指定タイヤの使用は禁止とする。
B-2 クラスは純正サイズが 19 インチ以上の場合は 19 インチ以上のタイヤを装着できるが、表に記載し
たタイヤは使用禁止とする。
3） Ｃ部門
指定タイヤの使用は認められるがタイムハンデ 1.5 秒が加算される。
3.1）指定タイヤで登録したドライバーは、指定タイヤ以外のタイヤを使用することもできるが、指定タイヤハンデはその
まま適用される。登録タイヤの変更は開催日の１週間前まで認められる。
（当日の変更は不可）
3.2）指定タイヤ以外で登録したドライバーはいかなる場合も指定タイヤを使用できない。

第１４条 タイムハンデ(Ｃ部門のみ適用)
1. 1) 指定タイヤを 1 本以上装着した車両の走行タイムに指定タイヤハンデ１．５秒を加算する。
2) 指定タイヤ装着を申告したドライバーは、何らかの理由により指定タイヤを装着出来なくてもタイムは加算される。
3) ラリータイヤは指定タイヤとみなす。
4) 指定タイヤは下記のタイヤとし、年度途中で追加される場合もある。
ヨコハマ
Ａ０５０、Ａ０４８、Ａ０４９
ブリヂストン
ＲＥ１１Ｓ、ＲＥ５５Ｓ
ダンロップ
０３Ｇ、０２Ｇ
トーヨー
８８８、８８１
オーツ
ＲＳ-Ｖ０４、ＲＳ－ＶⅡ、
ミシュラン
パイロットスポーツカップ
ＨＡＮＫＫＯＫ
Ｚ２２１
ニットー
ＮＴ０５
ＫＵＭＨＯ
Ｖ７１０
Sports Car DOT Radial
ＨＯＯＳＩＥＲ
その他
上記以外の主催者指定のタイヤ
１９インチ以上のタイヤ(メーカー問わず) ただし B-2 クラスは純正と同サイズの場合は
指定タイヤとはみなさない
2.
3.

Ｃ部門Ｃ－２クラスにおいて 3000cc 以下の過給装置なし(ＮＡ)の車両は走行タイムから１秒を減算する。
1) Ｃ部門において参加台数３台以上の場合に、上位３名のドライバーに対し次回参加時に下記のタイムを走行タイム
（2 本とも）に加算する。
１位 ⇒ 1.5 秒
2 位 ⇒ 1.0 秒
3 位 ⇒ 0.5 秒
1.1) 参加台数が２台以下の場合は上記タイムハンデを半減する。ただし 0.1 秒未満は切り捨てとする。
1.2) 参加台数が 1 台の時はタイムハンデを加算しない。
2) 上記タイムハンデは当該ドライバーが 4 位以下または賞典外のいずれか下位の順位となるまで累積される。
4 位以下または賞典外のいずれか下位の順位となった場合に最大 1 秒が軽減される。
不出場の場合も持ち越しとなり失効されない。
2022 年シーズン終了時点で、タイムハンデはリセットするものとする。
4. フォーミュラタイプの特殊車両(スーパー７、ジネッタなど)は、特別ハンデを設ける場合がある。
第１５条 順位の決定
1） Ａ部門の順位の決定は走行タイムの短い方を上位とする。同タイムの場合は排気量の小さい方を上位とする。
2） Ｂ部門の順位の決定は、第１ヒート、第２ヒートの走行タイムの短い方を採用する。ただしＢ－１クラスは１分１３秒よ
り短いタイムを記録したドライバーは賞典外とする。Ｂ－２クラスは１分８秒より短いタイムを記録したドライバーは賞
典外とする。同タイムの場合は、他のヒートの短い方を上位とする。更に同タイムの場合は、排気量の小さい順、競技会審査委
員会の決定 による順位により決定される。

3） Ｃ部門の順位の決定は、第１ヒート、第２ヒートの走行タイムの短い方を採用する。同タイムの場合は、他のヒートの短
い方を上位とする。更に同タイムの場合は、排気量の小さい順、競技会審査委員会の決定 による順位により決定される。
第１６条 賞典
入賞は出走台数の３５％を超えない６位までとする。
（小数点以下切り捨て）
各クラス １位～６位 トロフィーまたは盾またはメダル
Ｂ部門の賞品の授与は 1 位、4 位、7 位、10 位、に与える。
第１７条 1. シリーズ賞典 (対象はＣ部門のみ)
1-1)Ｃ部門は各クラスの参加台数に関わらず、上位６名に対して下記のポイントを与える。
順位
１位
２位
３位
４位
５位
６位
ポイント
１０
７
５
３
２
１
1-2)シーズン途中でクラス変更をした時は、既得ポイントの５０％を有効とする。
諸事情により 1 戦のみ通常クラスで参加が出来ない場合は、その 1 戦のみ獲得ポイントを 50％として計算し、通常
クラスにポイント加算するものとする。(最終戦のみクラス変更は適用しない)
1-3)ポイントは全４戦を有効ポイントとする。
1-4)シリーズ賞典は３戦以上に出走し、且つ最終戦に出走した、合計 15 ポイント以上を獲得したドライバー上位６名に

贈られる。
1-5)シリーズポイントが同点の場合は、上位入賞回数の多い者を優先する。
1-6）原則としてＣ－３クラスを除く、各クラスのシリーズチャンピオンは翌年、1 つ上のクラスへ参加するものとする。
2.特別賞 (対象はＢ部門のみ)
2-1)Ｂ部門に全戦参加(出走)したドライバーに対し、特別賞を授与する。
第１８条 損害の補償
1） 参加者は参加車両及び付属品が破損した場合、理由の如何に関わらず、その責任は各自が負わなければならない。
2） 参加者及びその関係者が会場施設、器物の破壊汚損等、損害を与えた場合は理由の如何に関わらず 加害者が責任を負うも
のとする。
3） オーガナイザー、競技役員、係員、コース所有者には、いかなる損害の賠償であっても、請求することができない。
第１９条 抗議
1） 参加者は本特別規則に規定する以外で、自分が不当に処遇されていると判断する場合には、抗議することができる。その
場合、国内競技規則に定める抗議の制限時間内に抗議を提出する。ただし審判員の判定、使用コース、計時装置に関する
抗議は認めない。
2） 抗議は文書にて行い、抗議料２１，２００円を添えて競技長に提出する。
3） 抗議が正当と裁定された場合にのみ抗議料は返還され、それ以外は没収される。
第２０条 大会の成立
本大会は第１ヒートが終了した時点で成立する。
第２１条 競技会の延期、中止または短縮
1）競技は天候には関わらず開催するものとする。
2）保安上または不可抗力による特別の事情があるときは、競技会審査委員会の決定によって競技会の延期、中止、または競技
回数を短縮することができる。
3) 競技会の延期または中止の場合、参加料は原則として、次戦に振り替えるものとする。どうしても参加ができない場合には、
事務手数料１５００円を差し引いて参加料は返還される。 返金の対象は、参加受付が開始された場合は、受付をされた方と
し、参加受付以前に中止が決定された場合は、来場の如何に関わらず返金するものとする。
第２２条 本規則の解釈
本規則及び本大会の競技に関する諸規則や公式通知の解釈に疑義が生じた場合には、競技会審査委員会の決定を最終的なもの
としてなされる。
第２３条 本規則の違反
本規則に対する違反宣告は審査委員長が行い、訓戒、タイム加算、失格等がその違反の軽重に応じて適用される。
第２４条 本規則の施行
本規則は参加受付と同時に施行する。
2022 クレバーサーキットトライアル in 筑波 組織委員会

ジムカーナ・サーキットトライアル・ダートトライアル共通の車両規定の中で、もっとも緩やかな規定です。
簡単に言うと、ナンバーが付いていれば OK！
車種も基本的にはなんでも OK！ もちろんノーマル・AT・ハイブリッドなどなど
ただし、ストレートマフラーや、フェンダーからタイヤが著しくはみ出ている、ヘッドライトが付いていない…など NG。
オープンカーはロールバーが必要です。

