
 

 2019茨城GR Garageオートテスト特別規則書Ver.2/2019.7.26 

     茨城                 オートテスト in ICC 
シリーズ特別規則書 

 

02版/2019.7.26: 第10条 タイムスケジュールの改定, 第12条 参加台数制限の改定を行いました. 

 

公示   

本競技会は、一般社団法人日本自動車連盟(JAF)公認のもとに、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

した日本自動車連盟(JAF)の国内競技規則及びその付則に従い、JAF公認クローズド競技として開催します。 

 

協賛 (順不同) 

- 茨城トヨタ自動車株式会社 

- 茨城トヨペット株式会社 

- トヨタカローラ新茨城株式会社 

- 株式会社AKTジャパン (TAKUMI OIL) 

 

第1条 競技会の名称 

茨城 GRガレージ オートテスト in ICC 

 

第2条 競技種目 

オートテスト 

 

第3条 競技の格式 

JAF公認: クローズド競技 

 

第4条 開催日 

- 春の陣 2019年6月16日 (日曜日) 終了   - 秋の陣 2019年11月17日 (日曜日) 

- 夏の陣 2019年9月1日 (日曜日) 

 

第5条 開催場所 

茨城中央サーキット (茨城県石岡市吉生3174) 

 

第6条 オーガナイザー 

アイ．シー．シー．スポーツ (ICC・S) 茨城県石岡市吉生3181-1 代表者: 神生恭利 

 

第7条 大会組織委員会 

組織委員長 神生恭利  組織委員  赤羽英喜 / 成島かずよし 

 

第8条 大会審査委員会 

競技会当日、公式通知にて発表します。 
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第9条 競技役員 

競技会当日、公式通知にて発表します。 

 

第10条 タイムスケジュール 

参加台数が70台以下の場合 

ゲートオープン  9:00～  練習走行 *全クラス1本走行 11:00～ 

参加受付確認  9:10～9:50 昼休み(慣熟歩行)  12:00～12:45 

慣熟歩行   9:50～10:30 競技走行 *2本走行します 13:00～ 

ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｽﾞﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ(走行説明) 10:35～  表彰式   15:30～ 

参加台数が71台以上の場合 

ゲートオープン  8:00～  練習走行 *全クラス1本走行 9:40～11:10 

参加受付確認  8:10～8:40 競技走行1本目 *1部クラス 11:10～12:00 

慣熟歩行   8:40～9:10 昼休み(慣熟歩行)  12:00～12:45 

ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｽﾞﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ(走行説明) 9:15～  競技走行 *2本走行します 13:00～ 

表彰式   15:30～ 

 

第11条 参加資格 (ドライバー) 

1) 4輪運転免許証の所持者であればどなたでも参加出来ます。 

2) AT限定の場合は、AT車に乗車し、ATクラス(またはレディースクラス)に参加してください。 

3) 満20歳未満の参加者は参加申込に際し親権者の承諾が必要です。 

参加申込書の親権者署名欄に親権者の署名をお願いします。 

4) 同じ車での参加は3名まで可能です。 

5) 1名が複数のクラスに参加することは出来ません。 

 

第12条 参加台数 

最大60台とします。 

2019年開催分については、参加台数の上限を100台とします。 

 

第13条  同乗者 

1) 1名の同乗者が助手席に搭乗し、ドライバーに方向を指示する支援を行うことが出来ます。 

2) 同乗者は6歳以上で身長が140cm以上であれば、4輪運転免許証の所持を問いませんが、満20歳未満の参加者は参加 

申込に際し親権者の承諾が必要です。参加申込書の親権者署名欄に当日署名してください。 

 

第14条 参加車両 

車検が通る状態のナンバー付き車両であれば参加できます。特別な装備は不要です。 

保安基準に適合した自動車登録番号標または車両番号標付き車両で参加してください。 
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第15条 クラス区分 * MT=マニュアルミッション(3ペダル), AT=マニュアルミッション以外(2ペダル以下) 

- MTレギュラークラス: オートテスト入賞経験者・モータースポーツ経験者による、MT車両のクラス 

- MTビギナークラス: モータースポーツ未経験者・経験の少ない者による、マニュアルミッション車両のクラス 

- ATレギュラークラス: オートテスト入賞経験者・モータースポーツ経験者による、MT車両以外の車両のクラス 

- ATビギナークラス: モータースポーツ未経験者・経験の少ない者による、マニュアルミッション以外の車両のクラス 

- レディースクラス: 女性ドライバー、ミッションの形式は問いません。 

女性でモータースポーツ経験者は、MT or ATのビギナークラスへの参加もご検討願います。 

 

第16条 参加登録申込事項 

参加申込書に必要事項を記入し、Eメール添付またはFAXにて送付してください。郵送による参加申込は受け付けません。 

また、茨城県内のGRガレージでも参加申込受付を行います。 

- GR Garage 水戸けやき台 〒310-0841 茨城県水戸市酒門町3210-2 TEL: 029-304-2686 

- GR Garage 水戸インター 〒311-4143 茨城県水戸市大塚町1532-1 TEL: 029-257-2233 

- GR Garage つくば 〒305-0816 茨城県つくば市学園の森3丁目2-2 TEL: 029-859-5586 

1) 参加申込先 

 〒365-0028 埼玉県鴻巣市鴻巣1185-4 KMビル302 ICC・S事務局: 赤羽英喜 TEL&FAX: 048-544-2882 

Eメール: fwgc2482@mb.infoweb.ne.jp 

2) 参加申込受付期間 

 - 春の陣 2019年6月16日開催: 2019年5月27日(月)～6月9日(日)必着 終了 

- 夏の陣 2019年9月1日開催: 2019年8月12日(月)～8月25日(日)必着 

- 秋の陣 2019年11月17日開催: 2019年10月28日(月)～11月10日(日)必着 

*参加申込受付期間をお守りください ～ 受付期間前到着分は無効とします。 

*参加受理書は発行しません。ホームページ上にエントリーリストを掲載します。 

  http://clear.la.coocan.jp/2019/19_auto-test_info.htm 

*当日の参加登録申込は行いません。事前登録のみです。 

3) 参加料 

 - JAF会員1名 3,000円 (入場料を含む)  

- JAF非会員1名 4,000円 (入場料を含む) 

4) 参加料は当日会場へ持参してください。 

 

第17条 参加に関するその他の事項 

1) 競技会当日、現地にてお弁当(600円)の手配が出来ます。現地には飲料の自動販売機があります。 

2) 事務局判断により、参加者のクラス変更を行う場合があります。 

   この場合、ホームページに掲載する参加者リストに参加者のクラスを記載することにより通知を行います。 

 

第18条 賞典 

全クラス 1位～6位 副賞 

別途、各クラスに特別賞を設ける場合があります。 

*クラス参加台数の50%を下回らない範囲で賞典の制限を行います。 

 

http://clear.la.coocan.jp/2019/19_auto-test_info.htm


 

 2019茨城GR Garageオートテスト特別規則書Ver.2/2019.7.26 

第19条 計時 (走行タイム) 

1) 計測は自動計測器(1/1,000秒)またはストップウォッチ(1/100秒)で行います。 

2) スタートはスタートライン後に設定された計測ラインから計測を始めるフライングスタートです。 

3) フィニッシュは計測ライン通過時、計時委員が行います。 

4) 本規則第10条の参加受付確認時間までに参加確認の手続きを怠った参加者は成績表からその名前が抹消されます。 

 

第20条 順位の決定方法 

1) 競技走行2本のうちのベストタイムにより順位を決定します。 

2) ベストタイムが同タイムの場合はセカンドタイムにより順位を決定します。 

3) 上記で順位が決定しない場合は、審査委員会が順位を決定します。 

 

第21条 走行上のペナルティ 

1) 反則スタートは10秒のペナルティです。 

2) コース上のマーカー(パイロン)の移動、または転倒と判定された場合はマーカー1個につき10秒のペナルティです。 

3) コースを間違えて走行した場合、ミスコースとなり、当該ヒートの最遅タイムプラス30秒を与えます。 

4) コースを間違えて走行した場合でも、間違えた地点に戻り正しいコースで走行し直した場合はミスコースとしません。 

5) マーカーで結ばれたラインを走行条件通りに通過しなかった、または特定された場所で一時停止しなかった場合など、

走行条件の指示通りに走行出来なかった場合、1ヶ所につき10秒のペナルティです。 

 

第22条 安全規定 

1) 乗員は運転に適した服装で走行(同乗者は乗車)を行ってください。 

2) 靴はかかとが固定されるもので、運転に適した靴を履いてください。*サンダル・ハイヒール等は不可 

3) 競技中、乗員は車両に純正状態で装着されているシートベルトを装着してください。 

 

第23条 付則 

本規則に記載されていない事項についてはJAF国内競技規則および付則に準じます。記載が無い場合は大会審査委員会に

より決定します。 

 

＜ICC・S組織委員会＞ 


