
ソネットジムカーナ in 那須 特別規則書(案) 
《 公   示 》 

 本競技会は、一般社団法人日本自動車連盟（以下「ＪＡＦ」という）の公認の下に、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国内競技規則及びその細則、２０２２ＪＭＲＣ関東ジムカーナシリーズ共通規則、２０２

２栃木・茨城ジムカーナシリーズ共通規則及びに本特別規則書に従い、ＪＡＦ公認地方競技（クローズド併催）として開催さ

れる。 

第１条 競技会名称 

2022 JMRC 栃木・茨城ジムカーナシリーズ第２戦 

ソネットジムカーナ in 那須 

第２条 競技種目 

ジムカーナ 

第３条 競技の格式 

ＪＡＦ公認：地方競技（公認番号 2022 年 TBA 号） 

第４条 開催日 

2022 年３月６日（日） 

第５条 開催場所 

つくるまサーキット那須 

栃木県那須塩原市高林２５９ー１ ℡080-7823-6773 

第６条 オーガナイザー 

チームソネット 

ＪＡＦ登録番号 09001（略称：SONNET） 

所在地：〒321-1262 日光市平ヶ崎 95 番地５ 

代表者：眞島 和彦  ℡090-8962-4622 

第７条 組織委員会 

組織委員⾧ 眞島 和彦 

組織委員  伊藤 章   室田 仁 

第８条 競技会主要役員 

１）審査委員会 

審査委員⾧  清島 康伸 （ACTIVE） 

審査委員   坂本 光 （360R） 

２）競技会役員  

競技⾧    近藤 喜弘 （T.BEST） 

コ ス委員⾧ 赤松 忠義 （ADVAN 栃木） 

計時委員⾧  堀 秀和 （T.R.SANO） 

技術委員⾧  室田 仁 

救急委員⾧  大柿 雅人 （T.R.SANO） 

事務局⾧   眞島 和彦 

第９条 参加資格 

参加者は JAF 国内Ａ又はＢライセンスの所持者とす

る。 

なお、クローズド格式の参加者は、当クラブの会員

又は暫定会員とし、ライセンスを必要としない。 

第 10 条 参加車両 

2022 JAF 国内競技車両規則「第３編」に適合した車

両とする。 

第 11 条 クラス区分 （シリーズ共通規則に準じる） 

・ファースト：車両による区分なし。シード選手等

エキスパート向け（クローズド格式） 

・ＰＮ１：気筒容積 1600cc 以下の PN（FF・FR）車

両 ※１ 

・ＰＮ２：気筒容積 1600cc を超える PN（FF・FR）

車両 ※１ 

・ＰＮ３：気筒容積 1600cc を超え 2000cc 以下の PN

（FR）車両（FIA／JAF 公認発行年、または JAF 登

録年が 2012 年 1 月 1 日以降の車両） ※１ 

・ＰＮ４：PN1~3 に該当しない PN 車両 ※１ 

・ＰＮ５：気筒容積による区分なしの PN（4WD）

車両 ◇UTQG の TREAD WEAR が 280 以上 

・ＰＮ６：気筒容積 2000cc を超える PN（FF・FR）

車両 ◇UTQG の TREAD WEAR が 280 以上 

・ＰＮ７： 気筒容積 2000cc 以下の PN（FF・FR）

車両 ◇UTQG の TREAD WEAR が 280 以上 

・ＡＥ：ハイブリッド＆電気自動車 （Ｓタイヤ相

当使用不可） 

・ＮＴ２：気筒容積による区分なしのＢ（２輪駆

動）車両 （Ｓタイヤ相当使用不可） 

・ＮＴＦ１：気筒容積による区分なしのＢ(前輪駆動)

車両 ※１※２ 

・ＮＴＦ２：気筒容積による区分なしのＢ(前輪駆動)

車両 ※１ 

・ＮＴＲ１：気筒容積 2000cc 以下のＢ(後輪駆動)車

両 ※１※３  

・ＮＴＲ２：気筒容積による区分なしのＢ(後輪駆動)

車両 ※１ 

・ＮＴ４：気筒容積による区分なしのＢ(４輪駆動)車

両 ※１ 

・Ｓ２：気筒容積による区分なしのＢ（２輪駆動）

車両 

・Ｓ４：気筒容積による区分なしのＢ（４輪駆動）

車両 



・SC／D：気筒容積・駆動方式による区分なしのＳ

Ｃ及びＤ車両 

・ＧＲ２：トヨタ・GR 車、レンタル車両（2WD・

AT 先着３名）による初心者向けクラス(クローズド

格式) ※４ 

・ＧＲ４：トヨタ・GR 車、レンタル車両（4WD・

MT 先着３名）による初心者向けクラス(クローズド

格式) ※４ 

・チャレンジＫ：気筒容積による区分なしのＢ車

両・軽自動車に限る（クローズド格式）※４ 

・チャレンジ：気筒容積による区分なしのＢ車両 

（クローズド格式）※４ 

・チャレンジ特設：エントラント申請による車両区

分によって設けるクラス（クローズド格式） 

◇５台以上・要相談 ※例：UTQG280 クラス・旧

車クラス等 

※１ JMRC 関東ジムカーナシリーズ共通規則に定め

るタイヤ規定に従うこと。（タイヤサイズ３０

種以上のタイヤ銘柄を使用の事、UTQG240 以

上、他） 

※２ 1500cc を超える VTEC、MIVEC を除く。 

※３ 車両型式 AP1 及びエンジン型式が変更された車

両を除く 

※４ Ｓタイヤ相当使用不可 

第 12 条 参加申し込み 

１）参加料は１台につき１人１１,０００円とする。

なお、賞典外のシードドライバー及びクローズドに

ついては１台につき１人９,０００円とする。 

学生による割引を受けるものは、学生証のコピーを

添付のこと。（共通規則参照） 

２）所定の参加申込書・車両申告書・共済申込書に

必要事項を記入し署名捺印のうえ、参加料を添えて

下記宛現金書留にて郵送のこと。参加を銀行振込と

する場合は、下記口座あてとし、振込みしたことが

分かるコピーを申込書等に添付し郵送すること。 

ゆうちょ銀行 〇七八 普通３１８０９２６ 

 口座名義：眞島和彦 

３）参加申し込み、問い合わせ先 

〒321-1262 栃木県日光市平ヶ崎 95 番地５  

チームソネット事務局 眞島和彦宛  

TEL 090-8962-4622／FAX 0288-21-0572 

e-mail：maji@juno.ocn.ne.jp（電子メールは、問い合

せ、資料請求のみ） 

４）参加申し込み期間 

2022 年 2 月 14 日（月）～２月 27 日（日）必着 

５）参加申し込み受付後、書類審査を行った上、不

受理のみ通知する。 

第 13 条 タイムスケジュ ル 

ゲートオープン ７：３０ 

参加確認受付  ７：４０～８：２０ 

公式車両検査  ７：５０～８：３０ 

ｺｰｽｵｰﾌﾟﾝ（慣熟歩行） ８：３０～９：１０ 

ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｽﾞﾌﾞﾘ-ﾌｨﾝｸ ９：１０～９：２５ 

慣熟走行  ９：３０～ 

第１ヒート  慣熟走行終了後より 

コースオープン 第１ヒート終了後４５分間 

第２ヒート  第１ヒート終了６０分後より

表彰式   第２ヒート終了３０分後より 

第 14 条 その他  

特別規則書及び共通規則書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項目は、当日公式通

知によって示される。 

ソネットジムカーナ in 那須 組織委員会 


