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２０２１年日本ジムカーナ／ダートトライアル選手権規定の制定 

※下線部分：変更箇所 

２０２１年規定 ２０２０年規定 

第１章 総則 

一般社団法人日本自動車連盟（以下「ＪＡＦ」という。）は、２０２１年

（以下「当該年」という。）のジムカーナ／ダートトライアル競技会におい

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ジム

カーナ／ダートトライアル選手権規定を制定する。 

日本ジムカーナ／ダートトライアル選手権競技は「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（本選手権規定およびスピード競技開催規定を含む）な

らびに当該選手権競技会特別規則」に従って開催される。 

 

第１条～第５条（略） 

 

第６条 選手権の登録申請 

（略） 

１．選手権の開催月日、種別、区分、およびクラス区分 

２．～４.（略）  

 

第７条～第１０条（略） 

 

第１１条 参加車両 

１.Ｐ車両 

当該年度ＪＡＦ国内競技車両規則（以下「車両規則」という。）第３編スピー

ド車両規定に定めるスピードＰ車両（Ｐ車両）に適合したものとする。 

２．ＰＮ車両 

第１章 総則 

一般社団法人日本自動車連盟（以下「ＪＡＦ」という。）は、２０２０年

（以下「当該年」という。）のジムカーナ／ダートトライアル競技会におい

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ジム

カーナ／ダートトライアル選手権規定を制定する。 

日本ジムカーナ／ダートトライアル選手権競技は「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（本選手権規定およびスピード競技開催規定を含む）な

らびに当該選手権競技会特別規則」に従って開催される。 

 

第１条～第５条（略） 

 

第６条 選手権の登録申請 

（略） 

１．選手権の開催月日、種別、区分、部門、およびクラス区分 

２．～４.（略）  

 

第７条～第１０条（略） 

 

第１１条 参加車両 

 

 

 

１．ＰＮ部門 
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ＦＩＡ公認車両、ＪＡＦ公認車両またはＪＡＦ登録車両で、当該年度車両規

則第３編スピード車両規定に定めるスピードＰＮ車両（ＰＮ車両）に適合した

ものとする。 

 

３．Ｎ車両： 

ＦＩＡ公認車両、ＪＡＦ公認車両またはＪＡＦ登録車両で、当該年度車両規

則第３編スピード車両規定に定めるスピードＮ車両（Ｎ車両）に適合したもの

とする。 

４．Ｂ車両： 

当該年度車両規則第３編スピード車両規定に定めるスピードＢ車両（Ｂ車

両）に適合したものとする。（地方選手権のみに適用） 

 

５．ＳＡ車両： 

当該年度車両規則第３編スピード車両規定に定めるスピードＳＡ車両（Ｓ

Ａ車両）に適合したものとする。 

６．ＳＡＸ車両： 

当該年度車両規則第３編スピード車両規定に定めるスピードＳＡＸ車両

（ＳＡＸ車両）に適合したものとする。 

７．ＳＣ車両： 

ＦＩＡ公認車両、ＪＡＦ公認車両またはＪＡＦ登録車両で、当該年度車両規

則第３編スピード車両規定に定めるスピードＳＣ車両（ＳＣ車両）に適合した

ものとする。 

８．Ｄ車両： 

当該年度車両規則第３編スピード車両規定に定めるスピードＤ車両（Ｄ車

両）に適合したものとする。 

９．ＡＥ車両： 

ＦＩＡ公認車両、ＪＡＦ公認車両またはＪＡＦ登録車両で、当該年度車両規

ＰＮ部門に参加する車両は、ＦＩＡ公認車両、ＪＡＦ公認車両またはＪＡＦ登

録車両で、当該年度ＪＡＦ国内競技車両規則（以下「車両規則」という。）第３

編スピード車両規定に定めるスピードＰＮ車両（ＰＮ車両）に適合したものと

する。 

２．Ｎ部門： 

Ｎ部門に参加する車両は、ＦＩＡ公認車両、ＪＡＦ公認車両またはＪＡＦ登録

車両で、当該年度車両規則第３編スピード車両規定に定めるスピードＮ車

両（Ｎ車両）に適合したものとする。 

３．Ｂ部門： 

Ｂ部門に参加する車両は、当該年度車両規則第３編スピード車両規定に

定めるスピードＢ車両（Ｂ車両）に適合したものとする。（地方選手権のみに

適用） 

４．ＳＡ部門： 

ＳＡ部門に参加する車両は、当該年度車両規則第３編スピード車両規定

に定めるスピードＳＡ車両（ＳＡ車両）に適合したものとする。 

５．ＳＡＸ部門： 

ＳＡＸ部門に参加する車両は、当該年度車両規則第３編スピード車両規

定に定めるスピードＳＡＸ車両（ＳＡＸ車両）に適合したものとする。 

６．ＳＣ部門： 

ＳＣ部門に参加する車両は、ＦＩＡ公認車両、ＪＡＦ公認車両またはＪＡＦ登

録車両で、当該年度車両規則第３編スピード車両規定に定めるスピードＳＣ

車両（ＳＣ車両）に適合したものとする。 

７．Ｄ部門： 

Ｄ部門に参加する車両は、当該年度車両規則第３編スピード車両規定に

定めるスピードＤ車両（Ｄ車両）に適合したものとする。 

８．ＡＥ部門： 

ＡＥ部門に参加する車両は、ＦＩＡ公認車両、ＪＡＦ公認車両またはＪＡＦ登
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則第３編スピード車両規定に定めるスピードＡＥ車両（ＡＥ車両）に適合した

ものとする。 

 

 

第１２条 選手権のクラス区分 

１．日本ジムカーナ選手権 

１）全日本ジムカーナ選手権 

 

 

 

下記の通りクラス区分される。 

クラス１（ＪＧ１）：４輪駆動のＳＡ・ＳＡＸ・ＳＣ車両。 

クラス２（ＪＧ２）：後輪駆動のＳＡ・ＳＡＸ車両。２輪駆動のＳＣ車両。 

クラス３（ＪＧ３）：気筒容積１６００ｃｃを超える前輪駆動のＳＡ・ＳＡＸ車

両。 

クラス４（ＪＧ４）：気筒容積１６００ｃｃ以下の前輪駆動のＳＡ・ＳＡＸ車

両。 

クラス５（ＪＧ５）：クラス６、クラス７およびクラス８に該当しないＰＮ車両。 

クラス６（ＪＧ６）：気筒容積１６００ｃｃを超え２０００ｃｃ以下の２輪駆動（Ｆ

Ｒ）のＰＮ車両のうち、ＦＩＡ／ＪＡＦ公認発行年またはＪＡ

Ｆ登録年が２０１２年１月１日以降の車両。 

クラス７（ＪＧ７）：気筒容積１６００ｃｃを超える２輪駆動（ＦＦ、ＦＲ）のＰＮ

車両。 

クラス８（ＪＧ８）：気筒容積１６００ｃｃ以下の２輪駆動（ＦＦ、ＦＲ）のＰＮ車

両。 

クラス９（ＪＧ９）：オートマチック限定免許で運転できるＰ・ＰＮ・ＡＥ車

両。 

録車両で、当該年度車両規則に定める当該車両規定に適合したものとす

る。 

 

 

第１２条 選手権の部門およびクラス区分 

１．日本ジムカーナ選手権 

１）全日本ジムカーナ選手権： 

（１）部門： 

全日本ジムカーナ選手権の部門は、第１１条「参加車両」の分類に基づ

き、ＰＮ部門、ＳＡ・ＳＡＸ部門、ＳＣ部門およびＡＥ部門の４部門で構成さ

れる。 

（２）クラス区分： 

ＰＮ、ＳＡ・ＳＡＸ、ＳＣ、ＡＥの各部門は、下記の通りクラス区分される。 

スピードＰＮ車両部門： 

クラス１：気筒容積１６００ｃｃ以下の２輪駆動（ＦＦ、ＦＲ）のＰＮ車両。 

クラス２：気筒容積１６００ｃｃを超える２輪駆動（ＦＦ、ＦＲ）のＰＮ車両。 

クラス３：気筒容積１６００ｃｃを超え２０００ｃｃ以下の２輪駆動（ＦＲ）のＰＮ

車両のうち、ＦＩＡ／ＪＡＦ公認発行年またはＪＡＦ登録年が２０１

２年１月１日以降の車両。 

クラス４：クラス１、クラス２およびクラス３に該当しないＰＮ車両。 

スピードＳＡ・ＳＡＸ車両部門： 

クラス１：気筒容積１６００ｃｃ以下の前輪駆動のＳＡ・ＳＡＸ車両。 

クラス２：気筒容積１６００ｃｃを超える前輪駆動のＳＡ・ＳＡＸ車両。 

クラス３：後輪駆動のＳＡ・ＳＡＸ車両。 

クラス４：４輪駆動のＳＡ・ＳＡＸ車両。 

スピードＳＣ車両部門：（クラス区分なし） 

スピードＡＥ車両部門：（クラス区分なし） 



4 

 

 

２）地方ジムカーナ選手権： 

 

 

 

 

 

 

下記①または②の何れかのクラス区分とする。 

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 

※（略） 

ａ．クラス区分は最大１４区分以内とすること。クラス区分に際して

は、異なる車両（Ｐ、ＰＮ、Ｎ、Ｂ、ＳＡ、ＳＡＸ、ＳＣ、Ｄ、ＡＥ）を合

体してクラス区分を組み合わせることも認められ、また、駆動輪

別（前輪駆動、後輪駆動、２輪駆動、４輪駆動等）によるクラス区

分を組み合わせることについても認められる。 

さらに、それらのクラス区分毎に国内競技車両規則第３編スピ

ード車両規定第２章～第７章、第１０章に対し、選手権シリーズ

を通じて特定の制限を加えることも認められる。 

ｂ．～ｃ.（略）  

 

２．日本ダートトライアル選手権 

１）全日本ダートトライアル選手権： 

 

 

 

 

２）地方ジムカーナ選手権： 

（１）部門： 

地方ジムカーナ選手権の部門は、第１１条「参加車両」の分類に基づ

き、ＰＮ部門、Ｎ部門、Ｂ部門、ＳＡ部門、ＳＡＸ部門、ＳＣ部門、Ｄ部門お

よびＡＥ部門の中から、下記（２）の①または②の何れかに区分された部

門により構成される。 

（２）クラス区分： 

下記①または②の何れかのクラス区分とする。 

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 

※（略） 

ａ．クラス区分は最大１４区分以内とすること。クラス区分に際して

は、単一部門内でクラス区分を組み合わせるのみでなく、異な

る部門（ＰＮ、Ｎ、Ｂ、ＳＡ、ＳＡＸ、ＳＣ、Ｄ、ＡＥ）を合体してクラス

区分を組み合わせることも認められ、また、駆動輪別（前輪駆

動、後輪駆動、２輪駆動、４輪駆動等）によるクラス区分を組み

合わせることについても認められる。 

さらに、それらのクラス区分毎に国内競技車両規則第３編スピ

ード車両規定第３章～第７章、第１０章に対し、選手権シリーズ

を通じて特定の制限を加えることも認められる。 

ｂ．～ｃ.（略）  

２．日本ダートトライアル選手権 

１）全日本ダートトライアル選手権： 

（１）部門： 

全日本ダートトライアル選手権の部門は、第１１条「参加車両」の分類

に基づき、ＰＮ部門、Ｎ部門、ＳＡ・ＳＡＸ部門、ＳＣ部門、Ｄ部門および
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下記の通りクラス区分される。 

クラス１（ＪＤ１）：Ｄ車両。 

クラス２（ＪＤ２）：４輪駆動のＳＣ車両。 

クラス３（ＪＤ３）：２輪駆動のＳＣ車両。 

クラス４（ＪＤ４）：４輪駆動のＳＡ・ＳＡＸ車両。 

クラス５（ＪＤ５）：２輪駆動のＳＡ・ＳＡＸ車両。 

クラス６（ＪＤ６）：Ｎ車両。 

クラス７（ＪＤ７）：気筒容積１６００ｃｃを超える２輪駆動（ＦＲ）のＰＮ車

両。 

クラス８（ＪＤ８）：気筒容積１６００ｃｃを超える２輪駆動（ＦＦ）のＰＮ車

両。 

クラス９（ＪＤ９）：気筒容積１６００ｃｃ以下の２輪駆動のＰＮ車両。 

クラス１０（ＪＤ１０）：オートマチック限定免許で運転できるＰ・ＰＮ・Ａ

Ｅ車両。 

 

 

２）地方ダートトライアル選手権： 

 

 

 

 

 

 

下記①または②の何れかのクラス区分とする。 

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 

ＡＥ部門の６部門で構成される。 

（２）クラス区分： 

ＰＮ、Ｎ、ＳＡ・ＳＡＸ、ＳＣ、Ｄ、ＡＥの各部門は、下記の通りクラス区分

される。 

スピードＰＮ車両部門： 

クラス１：気筒容積１６００ｃｃ以下の２輪駆動のＰＮ車両。 

クラス２：気筒容積１６００ｃｃを超える２輪駆動（ＦＦ）のＰＮ車両。 

クラス３：気筒容積１６００ｃｃを超える２輪駆動（ＦＲ）のＰＮ車両。 

スピードＮ車両部門：（クラス区分なし） 

スピードＳＡ・ＳＡＸ車両部門： 

クラス１：２輪駆動のＳＡ・ＳＡＸ車両。 

クラス２：４輪駆動のＳＡ・ＳＡＸ車両。 

スピードＳＣ車両部門： 

クラス１：２輪駆動のＳＣ車両。 

クラス２：４輪駆動のＳＣ車両。 

スピードＤ車両部門：（クラス区分なし） 

スピードＡＥ車両部門：（クラス区分なし） 

２）地方ダートトライアル選手権： 

（１）部門： 

地方ダートトライアル選手権の部門は、第１１条「参加車両」の分類に

基づき、ＰＮ部門、Ｎ部門、Ｂ部門、ＳＡ部門、ＳＡＸ部門、ＳＣ部門、Ｄ

部門およびＡＥ部門の中から、下記（２）の①または②の何れかに区分

された部門により構成される。 

（２）クラス区分： 

下記①または②の何れかのクラス区分とする。 

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 
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※（略） 

ａ．クラス区分は最大１１区分以内とすること。クラス区分に際して

は、異なる車両（Ｐ、ＰＮ、Ｎ、Ｂ、ＳＡ、ＳＡＸ、ＳＣ、Ｄ、ＡＥ）を合

体してクラス区分を組み合わせることも認められ、また、駆動輪

別（前輪駆動、後輪駆動、２輪駆動、４輪駆動等）によるクラス

区分を組み合わせることについても認められる。 

さらに、それらのクラス区分毎に国内競技車両規則第３編スピ

ード車両規定第２章～第７章、第 10章に対し、選手権シリーズ

を通じて特定の制限を加えることも認められる。 

ｂ.～ｃ.（略） 

 

 

第１３条～第１４条（略） 

 

第１５条 選手権シリーズおよび選手権競技の成立 

１．選手権シリーズの成立 

第１２条で定められた各選手権競技会が当該年度で本条２．に従って３

回以上開催されなければ当該各クラスの選手権シリーズは成立しない。 

 

２．選手権競技の成立 

１）全日本選手権は、各競技会において各クラス５台以上の出走を以って成

立する。 

２）地方選手権は、各競技会において各クラス３台以上の出走を以って成立

する。 

 

第１６条～第１７条（略） 

 

※（略） 

ａ．クラス区分は最大１１区分以内とすること。クラス区分に際して

は、単一部門内でクラス区分を組み合わせるのみでなく、異な

る部門（ＰＮ、Ｎ、Ｂ、ＳＡ、ＳＡＸ、ＳＣ、Ｄ、ＡＥ）を合体してクラ

ス区分を組み合わせることも認められ、また、駆動輪別（前輪

駆動、後輪駆動、２輪駆動、４輪駆動等）によるクラス区分を組

み合わせることについても認められる。 

さらに、それらのクラス区分毎に国内競技車両規則第３編スピ

ード車両規定第３章～第７章、第 10章に対し、選手権シリーズ

を通じて特定の制限を加えることも認められる。 

ｂ.～ｃ.（略） 

 

第１３条～第１４条（略） 

 

第１５条 選手権シリーズおよび選手権競技の成立 

１．選手権シリーズの成立 

第１２条で定められた各選手権競技会が当該年度で本条２．に従って３

回以上開催されなければ当該各部門各クラスの選手権シリーズは成立し

ない。 

２．選手権競技の成立 

１）全日本選手権は、各競技会において各部門各クラス５台以上の出走を

以って成立する。 

２）地方選手権は、各競技会において各部門各クラス３台以上の出走を以っ

て成立する。 

 

第１６条～第１７条（略） 
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第１８条 選手権保持者の認定 

１．ＪＡＦは第１２条の各クラスの最高得点者を日本選手権保持者として認定す

る。 

２.～３．（略） 

 

第１９条～第２０条（略） 

 

 

第２章 参加に関する規定 

第２１条 参加申込みに関する規定 

１．（略） 

２．全日本選手権 

１）シードドライバー 

（１）ＪＡＦは前年度の全日本選手権各クラスの上位６名を当該クラスの当該

年度シードドライバーとして認定する。 

（２）シードドライバーは参加を優先的に認められる。 

 

２）（略） 

３．地方選手権 

１）（略） 

２）前年度の全日本選手権各クラスの上位１位までに認定されたシードドライ

バーは、地方選手権への参加は認められない。 

 

第２２条（略） 

 

 

第３章 競技会運営に関する規定 

第１８条 選手権保持者の認定 

１．ＪＡＦは第１２条の各部門各クラスの最高得点者を日本選手権保持者として

認定する。 

２.～３．（略） 

 

第１９条～第２０条（略） 

 

 

第２章 参加に関する規定 

第２１条 参加申込みに関する規定 

１．（略） 

２．全日本選手権 

１）シードドライバー 

（１）ＪＡＦは前年度の全日本選手権各部門各クラスの上位６名を当該部門ク

ラスの当該年度シードドライバーとして認定する。 

（２）シードドライバーは全日本選手権の認定された部門クラスに限り参加を

優先的に認められる。 

２）（略） 

３．地方選手権 

１）（略） 

２）前年度の全日本選手権各部門各クラスの上位１位までに認定されたシー

ドドライバーは、地方選手権への参加は認められない。 

 

第２２条（略） 

 

 

第３章 競技会運営に関する規定 
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第２３条～２４条（略） 

 

第２５条 車両変更 

１．（略） 

２．車両変更は同一クラスであること。 

３．（略）  

 

第２６条（略） 

１．競技長は競技開始前に競技会審査委員会の出席を得てブリーフィングを

開催する。 

２．ドライバーはブリ－フィング開始から終了まで出席していなければならな

い。遅刻を含み欠席の場合は再ブリーフィングを受けなければならない。 

 

 

第４章 競技に関する規定 

第２７条～２９条（略） 

 

第３０条 順位の決定 

原則として競技は２ヒートで行う。２ヒートのうち良好なヒートのタイムを採用し最

終の順位（競技結果）とする、もしくは、２ヒートの合計タイムを採用し最終の順位

（競技結果）とすることとし、特別規則に明示すること。同タイムの場合は下記に

従い順位を決定する。 

１．２ヒートのうち良好なヒートのタイムを採用する場合 

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。 

２．２ヒートの合計タイムを採用する場合。 

第２３条～２４条（略） 

 

第２５条 車両変更 

１．（略） 

２．車両変更は同一部門同一クラスであること。 

３．（略） 

 

第２６条（略） 

１．競技長は競技開始前に競技会審査委員会の出席を得てブリーフィングを

開催する。 

２．ドライバーはブリ－フィング開始から終了まで出席していなければならな

い。開始から終了まで出席しなかった場合は再ブリーフィングを受けなけれ

ばならない。 

 

第４章 競技に関する規定 

第２７条～２９条（略） 

 

第３０条 順位の決定 

原則として競技は２ヒートで行う。２ヒートのうち良好なヒートのタイムを採用し最

終の順位（競技結果）とする。同タイムの場合は下記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。 
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 １）ベストタイムの良好な者。 

２）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。 

 

第３１条（略） 

 

第５章（略） 

 

第６章 選手権規定の施行に関する規定 

第３６～３７条（略） 

 

第３８条 本選手権規定の施行 

本選手権規定は２０２１年１月１日から施行する。 

ただし、第６条３．、第１２条１．２）②Ｃ．および第１２条２．２）②

Ｃ．については、２０２０年６月１日から施行する。 

以上 

 

 

 

 

 

第３１条（略） 

 

第５章（略） 

 

第６章 選手権規定の施行に関する規定 

第３６～３７条（略） 

 

第３８条 本選手権規定の施行 

本選手権規定は２０２０年１月１日から施行する。 

ただし、第６条３．、第１２条１．２）（２）②Ｃ．および第１２条２．

２）（２）②Ｃ．については、２０１９年６月１日から施行する。 

以上 

 


