
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第1条 競技会の名称 

 

      2022年ＪＡＦ全日本ダートトライアル選手権第 5戦 

2022年東北ダートトライアル IN KIRIYANAI 

第2条 競技種目 

         ダートトライアル 

第3条 競技の格式 

ＪＡＦ公認：国内競技  ＪＡＦ公認番号 2022年 6201号 

第4条 開催日程 

        ２０２２年６月１８日（土）～１９日（日） 2日間 

第5条 競技会開催場所 

名  称  サーキットパーク切谷内 （コース公認Ｎｏ．202２-Ⅱ-0204） 

所在地  〒039-1502  青森県三戸郡五戸町切谷内字石ケ沢 40-103 （TEL 0178-27-7113） 

担当者  横町 秋男  （TEL 0178-88-3017  FAX0178-88-3026） 

第6条 オーガナイザー 

        主 催  モータースポーツクラブはちのへ （略称 ＭＳＣはちのへ）       代表者 松村 次男 

〒039-1160 青森県八戸市小田 1丁目 5-13 TEL 0178-28-0075  FAX 0178-28-0091 

共 催  モータースポーツクラブあきた （略称 ＡＫＩTA）              代表者 伊藤  久 

〒010-1422 秋田県秋田市仁井田目長田 2-3-27 TEL 018-839-0834  FAX 018-839-0834 

第7条 大会役員 

        名誉大会会長   ：  若宮 圭一     （五戸町町長） 

         大 会 会 長   ：  鶴飼 寿栄   （八戸モータースポーツ協会顧問） 

   

 

【公示】 

2022 年ＪＡＦ全日本ダートトライアル選手権第 5 戦「2022 年東北ダートトライアル IN KIRIYANAI」は、一般社団法人

日本自動車連盟（以下[ＪＡＦ]という）の公認のもとに国際自動車連盟（ＦＩＡ）の FIA 国際モータースポーツ競技規則

およびその付則に準拠したＪＡＦの国内競技規則およびその細則、2022 年日本ジムカーナ/ダートトライアル選手権

規定、2022 年全日本ジムカーナ/ダートトライアル選手権統一規則、スピード競技開催規定および本競技会特別規

則に従い国内競技として開催される。 

特 別 規 則 書  

2022年JAF全日本ダートトライアル選手権第5戦 

2022 年東北ダートトライアル IN KIRIYANAI 

 ：国内競技2022-6201 
開 催 場 所 ：サーキットパーク切谷内 
開  催   日 ：2022年6月18日（土）～19日（日） 

  ：MSC はちのへ／AKITA 
 



 

第８条  組織委員会 

組織委員長       ：  松村 次男    （ＭＳＣはちのへ） 

組織委員        ：  加藤 正美    （ＡＫＩＴＡ） 

組織委員        ：  溝部 幸夫    （ＳＣＣＢ青森）   

第９条  競技会主要役員 

１） 競技会審査委員会 

競技会審査委員長  ：  稲玉 秀幸     （ＪＡＦ派遣） 

競技会審査委員    ：  村瀬 晴信     （ＪＡＦ派遣） 

競技会審査委員    ： 小野 守平     （組織委員会任命）   

２） 競技役員 

競技長      立川 敬士  （AKITA）         パドック委員長  角浜 秀樹    （ＭＳＣはちのへ） 

副競技長    中村 義彦   (奥州 VICIC)       救急委員長    加藤 正道    (AKITA) 

副競技長    田中  昇   （ＭＳＣはちのへ）    医師団長     今野 慎吾 

コース委員長  野口  誠   （ＭＳＣ‐ＴＯＷＡＤＡ）  事務局長      日向 俊男    （MSCはちのへ） 

計時委員長   山本 高史  （MSCはちのへ）    事務局次長    熊谷 修     （AKITA） 

技術委員長    佐々木 洋  （ＡＫＩＴＡ）         事務局次長    米田 茂      （FIT CREW） 

第１０条  参加申込および参加費用 

１） 参加申込場所および問い合わせ先（大会事務局） 

所在地 〒039-1160 

              青森県八戸市小田 1丁目 5-13 （カーショップ日向有限会社）内 

             モータースポーツクラブはちのへ 

              担当 日向 俊男 （０９０－３７５４－８５５０） 

               ＴＥＬ 0178-28-0075  ホームページ  http://www.cs-hinata.com 

ＦＡＸ 0178-28-0091  Ｅ－mail   cshwell@cs-hinata.com 

２） 参加受付期間   受付開始  ２０２２ 年 ５月 ６日（金） 

              締 切 日  ２０２２ 年 ５月２０日（金）必着 

３） 提出書類  

所定の参加申込書、車両申告書、選手紹介書等に、以下の参加料を添えて参加受付期間内に上記まで申し込むこ

と。 

※但し、銀行振込を利用する場合、下記の指定銀行口座に入金後、速やかに上記申込先に参加申込書等を送付す

ること。なお、複数名分をまとめて入金した場合は参加申込書もまとめて同時に送付すること。また、振込手数料

は各自負担のこと。振込の場合、領収証の発行は致しません。 

４) 誓約文 : 参加に際し、国内競技規則 4-15 で定める誓約文に競技参加者、競技運転者、サービス員が、それぞ

れ署名しなけらばならない。 

～振込先～ 

みちのく銀行 河原木支店   店番号：０７６   口座番号：普通 ０４２２２２３ 

口座名義：エムエスシーハチノヘ  日向俊男 （ヒナタトシオ） 

５） 参加料                                    ￥３７，０００（1名） 

６)    ①公開練習参加料                   ￥５，０００(走行は 1回のみ)    

②サービス員登録料                    ￥２，０００（1名）    

③サービスカー登録料                 ￥５，０００(1台)(1区画 2.5ｍ×5ｍ) 

④パドック予備スペース                 ￥３，０００（1区画 2.5ｍ×５ｍ） 

      ⑤競技車両積載車                          無料 (要登録) 

第１１条 サービス員及びサービスカー 

mailto:cshwell@cs-hinata.com


競技参加者は、サービス員およびパドックに持ち込むサービスカーについて競技参加申込と同時 

に登録を必要とする。 

※登録したサービスカーは、パドック内のオーガナイザーが指定した駐車スペースに置くこと。 

※登録した競技車両積載車は、オーガナイザーが指定する駐車スペースに置くこと。 

第１２条 競技のタイムスケジュール 

※公式受付Ａを済ませた場合でも公式受付Ｂ 

（参加確認受付）を受ける事。 

   ※車両変更届は公式受付Ｂを最終とする。 

 

第１３条 その他の事項 

１）   慣熟歩行 

慣熟歩行はタイムスケジュールに従い徒歩にて行う。 

※原則徒歩以外は認められないが特別な事情がある場合には事前に大会事務局に申し出ること。 

２)   賞典 

        全クラス 

1位～3位 ＪＡＦ楯・副賞 

4位～6位 オーガナイザー賞・副賞 

但し、ＪＡＦ楯を除き、表彰対象者数は各クラス参加台数の 60％を超えないものとする。 

３）   参加台数 

参加台数は１４０台までとする。 

４)   参加拒否 

国内競技規則４－１９に従い参加を拒否した場合は事務手数料として￥１，０００円を差し引き参加費用を返金する。 

５)   競技の延期または中止 

保安上もしくは不可抗力等の事由により競技会を延期または中止する場合がある。その際は国内競技規則３－７に 

従い事務手数料￥１，０００を差し引いて参加料を返金する。 

６)  再ブリーフィング料 

ドライバーズブリーフィングへの遅刻、欠席による再ブリーフィング料は１名につき￥３０，０００とする。 

７)   計時  

計測は自動計測機器を使用し、１/1000 秒まで計測し、その結果を成績とする。万一自動計測器の故障が発生した

場合に限り別個の独立した自動計測機器のタイムを成績とする。 

８)   順位の決定 

6月 19日（日） 決勝 

ゲートオープン             ５：４５ 

公式受付Ｂ（参加確認受付）     ６：００～６：４５ 

公式車両検査Ｂ             ６：１０～７：１０ 

慣熟歩行                 ７：１０～８：００ 

開会式                  ８：１０～８：２０ 

ドライバーズブリーフィング      ８：２０～８：４０ 

第１ヒート開始              ９：００～ 

慣熟歩行                 第１ヒート終了後４０分間 

第２ヒート開始              慣熟歩行終了後１５分後 

表彰式（閉会式）             １６：００～（予定） 

※第１ヒート終了後もしくは各クラスの間に散水する場合がある。 

6月 18日（土） 公開練習走行（任意参加） 

ゲートオープン           ８：００ 

公開練習受付           ９：００～１０：００ 

公開練習慣熟歩行        ９：３０～１０：２０ 

公開練習ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｽﾞﾌﾞﾘ-ﾌｨﾝｸﾞ１０：３０～１０：４５ 

公開練習第１ヒート開始    １1：００～（ゼッケン順） 

公開練習終了          １４：００（予定） 

公式受付Ａ（参加確認受付）  １３：００～１４：３０ 

公式車両検査Ａ         １３：１５～１５：００ 

公式車両待ち出し受付     １４：３０～１６：３０ 

公式車両保管           １６：３０～翌朝５：４５ 

ゲートクローズド         １７：００ 

※公開練習については別途インフォメーションを参照して 

下さい。 



原則として競技は２ヒートで行う。２のうち良好なタイムを採用し最終の順位(競技結果)とする。同タイムの場合は次の

順に従い順位を決定する。①セカンドタイムの良好な者。②排気量の小さい順。③競技会審査委員会の決定による。 

９）   競技運転者は、競技に有効な保険（死亡 1000万円以上）の加入者、又はＪＭＲＣ全国共同共済加入者に限る。 

      なお、大会受付時にその保険証券（コピー可）もしくは、全国各地区の JMRC メンバーズカードを提示すること。 

１０)  新型コロナ感染症の拡大防止 

      1. 感染防止のため、ブリーフィングを場内放送で行う場合があります。 

2. 感染症の疑いある場合は参加を辞退してください。 

3. 対策として会場入口で検温を行い疑いある場合には入場をお断りします。 

 

第１４条 本特別規則の施行並びに記載されていない事項 

１）  本特別規則は、本競技会に適用されるもので参加受付と同時に有効となる。 

２）  本特別規則に記載されていない事項については、2022年日本ジムカーナ/ダートトライアル選手権規定、2022年全    

日本ジムカーナ/ダートトライアル選手権統一規則、JAF 国内競技規則とその細則、FIA 国際モータースポーツ競技規

則とその付則に準拠する。 

３）  本特別規則発行後ＪＡＦにおいて決定され公示された事項は、全ての規則に優先する。 

大会組織委員会 


