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２０２０年全日本ジムカーナ／ダートトライアル選手権統一規則 
＜新旧対照表＞                           下線部：変更箇所 

２０２０年統一規則 ２０１９年統一規則 
第１章 大会告知 

第１条 競技会特別事項 
【略】 
○競技会の定義および組織 

２０２０年ＪＡＦ全日本［ジムカーナ／ダートトライアル］選手権第 戦

「［競技会の名称］」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、２０

２０年日本ジムカーナ／ダートトライアル選手権規定、２０２０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。 
○競技会の名称 

２０２０年ＪＡＦ全日本［ジムカーナ／ダートトライアル］選手権第 戦 
「［競技会の名称］」 

○競技種目【略】 
○競技の格式【略】 
○開催日程 

２０２０年  月  日（ ）～ 月 日（ ） 日間 
○競技会開催場所【略】 
○オーガナイザー等【略】 
○大会役員【略】 
○組織委員会【略】 
○競技会主要役員【略】 
○参加申込および参加費用 
１）【略】 
２）参加受付期間：受付開始 ２０２０年  月  日 

締切日  ２０２０年  月  日必着 

第１章 大会告知 
第１条 競技会特別事項 
【略】 
○競技会の定義および組織 

２０１９年ＪＡＦ全日本［ジムカーナ／ダートトライアル］選手権第 戦

「［競技会の名称］」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付則、２０１

９年日本ジムカーナ／ダートトライアル選手権規定、２０１９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。 
○競技会の名称 

２０１９年ＪＡＦ全日本［ジムカーナ／ダートトライアル］選手権第 戦 
「［競技会の名称］」 

○競技種目【略】 
○競技の格式【略】 
○開催日程 

２０１９年  月  日（ ）～ 月 日（ ） 日間 
○競技会開催場所【略】 
○オーガナイザー等【略】 
○大会役員【略】 
○組織委員会【略】 
○競技会主要役員【略】 
○参加申込および参加費用 
１）【略】 
２）参加受付期間：受付開始 ２０１９年  月  日 

締切日  ２０１９年  月  日必着 
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３）～５）【略】 
○サービス員、サービスカー【略】 
○競技のタイムスケジュール【略】 
※【略】 
※２日開催の場合、公式受付Ａ（参加確認受付）および公式車両検査Ａを原則

とする。但し、第９条車両変更申請は公式受付Ｂ（参加確認受付）終了まで

とする。 
○その他の事項 
１）～４）【略】 
５）再ブリーフィング料： 

○諸施設の見取り図【略】 
 

第２章 競技参加に関する基準規則 
第２条 参加車両 
１）【略】 
２） 
【略】 
（１）～（３）【略】 
（４）ＰＮ部門に参加する車両のタイヤについては、２０２１年以降、本項に

ついて変更を行う場合がある。 
３）全日本ダートトライアル選手権におけるＮ部門に参加する４輪駆動車両

のうち、下記（１）あるいは（２）に定める条件を満たす車両については、

当該年のＪＡＦ国内競技車両規則第３編第４章スピードＮ車両規定第４条

４．２）の「当該自動車製造者発行のカタログ等の主要諸元一覧表の車両重

量（同一車両型式）に５０ｋｇ増量された値とする。」は適用しない。 
（１）～（３）【略】 

第３条【略】 
第４条 参加者および競技運転者（ドライバー） 
１）参加者は、有効な競技参加者許可証の所持者でなければならない。ただし、

ＪＡＦ発給競技運転者許可証を所持する競技運転者は参加者を兼ねること

ができる。 

３）～５）【略】 
○サービス員、サービスカー【略】 
○競技のタイムスケジュール【略】 
※【略】 
※２日開催の場合、公式受付Ａ（参加確認受付）および公式車両検査Ａを原則

とする。但し、第９条車両変更申請は公式受付Ｂ（参加確認受付）を最終と

する。 
○その他の事項 
１）～４）【略】 

 
○諸施設の見取り図【略】 
 

第２章 競技参加に関する基準規則 
第２条 参加車両 
１）【略】 
２） 
【略】 
（１）～（３）【略】 
 

 
３）全日本ダートトライアル選手権におけるＮ部門クラス２に参加する車両の

うち、下記（１）あるいは（２）に定める条件を満たす車両については、当

該年のＪＡＦ国内競技車両規則第３編第４章スピードＮ車両規定第４条４．

２）の「当該自動車製造者発行のカタログ等の主要諸元一覧表の車両重量（同

一車両型式）に５０ｋｇ増量された値とする。」は適用しない。 
（１）～（３）【略】 

第３条【略】 
第４条 参加者および競技運転者（ドライバー） 
１）参加者は、有効な競技参加者許可証の所持者でなければならない。ただし、

競技運転者は参加者を兼ねることができる。 
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２）～３）【略】 
第５条【略】 
第６条 同一競技会の参加制限 
１）【略】 
２）同一車両による重複参加は、同一クラス内に限り２名まで認められる。 

第７条 参加申込方法および参加受理 
１）所定の参加提出書類に参加料等を添えて、大会事務局まで送付すること。

参加料は現金書留の他振り込み等も認められる。詳細は特別規則にて示す。 
２）～６）【略】 

第８条～第９条【略】 
第１０条 車両検査 
１）～７）【略】 
８）競技会技術委員長は、ＰＮ部門、Ｎ部門、ＳＡ・ＳＡＸ部門各クラス上位

入賞車両に対する最終車両検査として、当該車両が装着したタイヤ２本（ホ

イールは含まない）の提出を求めることがある。当該検査の対象となった参

加者はその指示に従ってタイヤを提出しなければならず、これに対する抗

議は認められない。なお、提出したタイヤは返還されないものとし、オーガ

ナイザー発行の受領証と引き換えに同一モデル・サイズの未使用新品タイ

ヤが提供される。 
９）～１３）【略】 

 
第３章 競技に関する基準規則 

第１１条～第１５条【略】 
第１６条 一般安全規定 
１）スピードＮ車両部門、スピードＳＡ・ＳＡＸ車両部門、スピードＳＣ車両

部門およびスピードＤ車両部門に参加する車両は、当該車両に適用される

国内競技車両規則に基づくロールバーを装着しなければならない。 
スピードＰＮ車両部門およびスピードＡＥ車両部門に参加する車両は、当

該車両に適用される国内競技車両規則に基づくロールバーの装着が推奨さ

れる。 
２）～３）【略】 

２）～３）【略】 
第５条【略】 
第６条 同一競技会の参加制限 
１）【略】 
２）同一車両による重複参加は、同一クラス内に限り認められる。 

第７条 参加申込方法および参加受理 
１）所定の参加提出書類に参加料等を添えて、大会事務局まで送付すること。

参加料は現金書留の他振り込み等も認められる。 
２）～６）【略】 

第８条～第９条【略】 
第１０条 車両検査 
１）～７）【略】 
８）競技会技術委員長は、ＰＮ部門、Ｎ部門、ＳＡ部門各クラス上位入賞車両

に対する最終車両検査として、当該車両が装着したタイヤ２本（ホイールは

含まない）の提出を求めることがある。当該検査の対象となった参加者はそ

の指示に従ってタイヤを提出しなければならず、これに対する抗議は認めら

れない。なお、提出したタイヤは返還されないものとし、オーガナイザー発

行の受領証と引き換えに同一モデル・サイズの未使用新品タイヤが提供され

る。 
９）～１３）【略】 

 
第３章 競技に関する基準規則 

第１１条～第１５条【略】 
第１６条 一般安全規定 
１）スピードＮ車両部門、スピードＳＡ車両部門、スピードＳＣ車両部門およ

びスピードＤ車両部門に参加する車両は、当該車両に適用される国内競技車

両規則に基づくロールバーを装着しなければならない。 
スピードＰＮ車両部門およびスピードＡＥ車両部門に参加する車両は、当

該車両に適用される国内競技車両規則に基づくロールバーの装着が推奨さ

れる。 
２）～３）【略】 



4 
 

４）【略】 
なお、ＦＩＡ国際競技規則付則Ｊ項第２５３条１１.２に示すネットを使

用することも可能とする。 
５）競技コース以外の会場内での移動は、最徐行で運転し、ウォームアップラ

ンやブレーキテストを禁止する。 
６）～９）【略】 

第１７条 タイヤ 
スピードＰＮ車両部門、スピードＮ車両部門、スピードＳＡ・ＳＡＸ車両部門

およびスピードＡＥ車両部門に参加する車両のタイヤについては、ジムカーナ

／ダートトライアル競技別に下記事項が適用される。また、競技期間中、機材お

よび道具等を用いてタイヤを意図的に加熱、保温、冷却することは禁止される。 
１）ジムカーナ競技： 
（１）～（３）【略】 
なお、２０２１年以降本項について変更を行う場合がある。 

２）ダートトライアル競技： 
（１）～（４）【略】 

第１８条 競技運転者の装備 
１）競技中はレーシングスーツ、レーシングシューズ、レーシンググローブの

着用を義務付ける。当該年の国内競技車両規則第４編「レース競技に参加す

るドライバーの装備品に関する細則」の耐火炎レーシングスーツ、耐火炎レ

ーシングシューズ、耐火炎レーシンググローブの着用を推奨する。 
２）【略】 

第１９条 信号表示 
ドライバーへの指示は以下に示す国内競技規則細則「スピード競技における

旗信号に関する指導要項」に定められた信号によって伝達される。 
【略】 
第２０条～第２２条【略】 
第２３条 競技上のペナルティー 
１）～８）【略】 

 
 

４）【略】 
 
 
５）パドック内での移動は、最徐行で運転し、ウォームアップランやブレーキ

テストを禁止する。 
６）～９）【略】 

第１７条 タイヤ 
スピードＰＮ車両部門、スピードＮ車両部門、スピードＳＡ車両部門およびス

ピードＡＥ車両部門に参加する車両のタイヤについては、ジムカーナ／ダートト

ライアル競技別に下記事項が適用される。また、競技期間中、機材等を用いてタ

イヤを意図的に加熱、保温することは禁止される。 
１）ジムカーナ競技： 
（１）～（３）【略】 
 
２）ダートトライアル競技： 
（１）～（４）【略】 

第１８条 競技運転者の装備 
１）競技中はレーシングスーツ、レーシングシューズ、レーシンググローブの

着用を義務付ける。当該年の国内競技車両規則第４編「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」の耐火炎レーシングスーツ、耐火炎レ

ーシングシューズ、耐火炎レーシンググローブの着用を推奨する。 
２）【略】 

第１９条 信号表示 
ドライバーへの指示は以下に示す国内競技規則付則「スピード競技における旗

信号に関する指導要項」に定められた信号によって伝達される。 
【略】 
第２０条～第２２条【略】 
第２３条 競技上のペナルティー 
１）～８）【略】 
９）ドライバーズブリーフィングに欠席の場合罰金３万円、遅刻の場合１万円

とする。 
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９）～１０）【略】 
第２４条【略】 
 

第４章～第７章【略】 
 

第８章 本統一規則の解釈および施行 
第３１条～第３２条【略】 
第３３条 本統一規則の施行ならびに記載されていない事項 
１）【略】 
２）本統一規則に記載されていない事項については、ＪＡＦ国内競技規則とそ

の細則、および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）【略】 

以上 

１０）～１１）【略】 
第２４条【略】 
 

第４章～第７章【略】 
 

第８章 本統一規則の解釈および施行 
第３１条～第３２条【略】 
第３３条 本統一規則の施行ならびに記載されていない事項 
１）【略】 
２）本統一規則に記載されていない事項については、ＪＡＦ国内競技規則とそ

の付則、および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）【略】 

以上 
 


