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JAF公認 準国内競技  
 
 
 
 

大会公示 
「2022 Super FJ 日本一決定戦」は、一般社団法人日本自動車連盟（JAF）公認
のもと、FIA 国際モータースポーツ競技規則に準拠した JAF 国内競技規則とその細則、
並びにそれらに準拠した本競技会特別規則に従い、準国内格式競技として開催される。
本特別規則書には、富士スピードウェイ発行の「富士スピードウェイ一般競技規則、富士
チャンピオンレースシリーズ規則」が含まれる。上記共通規則には、本特別規則が優先さ
れる。 

第1条 大会名称 
大会名:2022インタープロトシリーズ第4大会/富士チャンピオンレースシリーズ第7戦 
レース名:2022 Super FJ 日本一決定戦 

第2条 オーガナイザー 
・富士スピードウェイ                  

〒410-1307 静岡県駿東郡小山町中日向694             
TEL 0550-78-1234 FAX 0550-78-0205  代表者  原口 英二郎 

・FISCOクラブ 
〒102-0074 東京都千代田区九段南2-3-18 
TEL 03-3556-8511 FAX 03-3556-8518  代表者  田中 有光 

第3条 大会組織委員会 
委員⾧  森谷 昌弘 
委 員  田中 有光、松橋 大二郎、⾧田 誠記 

第4条 開催日程 
12月10日(土)  公式車検 / 公式予選A・B / 第1レグ A・B  
12月11日(日)  ファイナルレース（決勝） 

第5条 開催場所、レース距離 
１. 場 所  富士スピードウェイ 
２. 所 在 地  静岡県駿東郡小山町中日向694 
３. ⾧ さ  4,563m 
４. レ ー ス の 方 向  右回り 
５. レースフォーマット 

トーナメント方式による勝ち抜き戦。 
各公式予選にて第1レグのグリッドを決定。 

６. レース距離(完走周回数) /最大決勝出場台数 
・第1レグ 6周（完走基準無し）、最大15分間/各50台 
・ファイナルレース 12周(10周)、最大30分間 / 50台  

第6条 グループ分け及び第1レグ、ファイナルのグリッドについて 
1.公式予選及び第1レグのグループ分けは主催者によってA組、B組に分けられる。 

2.各トーナメントおよびファイナルレースの選出方法は、図1の通り実施される。 
3.第1レグのグリッドは、公式予選のベストラップタイム順とする。 
4.ファイナルレースのグリッド 

①第 1 レグ各組の結果が同周回数の場合、その周回数を速く走行した組（トー
タルタイムが短い組）のレース順位結果 1 位をポールポジションとし、その組を
左側列グリッドとする。各組の2位以降の配列は第1レグのレース順位結果順
とする。（A組、B組、各上位25台） 

②何らかの事情で第 1 レグ各組の周回数が異なる結果になった場合、各組レー
ス順位結果1位の第1レグにおけるベストラップタイムを比較して速い方をポー
ルポジションとし、左側列グリッドとする。各組の 2 位以降の配列は上記①と同
様。 

（例）第1レグ各組が6周し、速く周回した組が、A組となった場合 
ファイナルレースのグリッド 

左側列 右側列 
A組1位（ポールポジション） B組1位 
A組2位 B組2位 
A組3位 B組3位 
～ ～ 
A組24位 B組24位 
A組25位 B組25位 

 
図1 

・ファイナルレース 50台 
第1レグより各上位25台まで進出 

 
・第1レグ 各50台 
公式予選より各上位50台まで進出 

 
・公式予選 各54台以下 

第7条 参加申込期間、申込先 
1. 受 付 開 始 日  2022年11月8日（火） 
2. 締 切 日  2022年11月15日（火） 
3. 参 加 料  50,400円（消費税含む） 
4. 申し込み先  富士スピードウェイ㈱ 競技会事務局 

〒410-1307 静岡県駿東郡小山町中日向694 
TEL 0550-78-2340／FAX 0550-78-1278 

5. 申し込み方法 富士スピードウェイHPからの WEBエントリーとする。 
https://www.ms-event.net/fswweb/user/?a=race.race_entry_list 

参加申込み締め切り後にエントラントに対し、正式受理または拒否の通知が発送
される。参加を拒否された競技参加者に対しては、その参加料を返還する。 

6. 受付台数   108 台 
7. 保険申告 

ドライバーは 900 万円以上、ピットクルーは 400 万円以上の有効な保険に加入

していなければならない。有効な保険、もしくは「JMRC スポーツ安全保険」
「JMRC 共済会」に加入又は「FISCO ライセンス（保障あり）」を所持しているこ
とを「保険加入済み申告書」に記載し申告するものとする。 

第8条 ドライバーの資格 
1.すべてのドライバーは大会当日に有効な運転免許証（限定国内競技運転者許可

証A所持者は除く）を所持し、JAF国内競技運転者許可証Ａ以上（限定国内
競技運転者許可証 A を含む）を所持していること。または JAF 以外の ASN 発
給の同様の競技ライセンスを所持して FIA 国際モータースポーツ競技規則に定め
られた海外レース出場申請が済んでいる者。 

2. 18 歳未満のドライバーは、親権者の承諾書を提出しなければならない。 
3.FISCO ライセンスを所持しないドライバーは、大会週（2022 年12 月5 日（月）

～12 月11 日（日））のみ有効の暫定FISCO ライセンス（11,000 円（税
込））を取得することで富士スピードウェイのスポーツ走行への参加を可とする。
（走行料金は別途必要。） 

第9条 参加料の免除 
1.2022 年 JAF 公認 S-FJ 各地方選手権チャンピオンの参加料は免除される。該当

者はWEBエントリー時に「コンビニ決済」を選択して申込を完了するものとし、参加料
の支払いは行わないこと。 

2.上記 1.のチャンピオン決定が遅れている場合には、参加料を支払い、参加申込を行
うものとする。この場合、該当者の参加料は後日返金される。 

第10条 車両規定 
2022年JAF国内競技車両規則第1編第8 章スーパーFJ（S-FJ）規定に合致
した車両とする。 

 1.タイヤに関する規定 
①住友ゴム工業株式会社が指定したタイヤを使用すること。 
②電気、ガス等のエネルギー源を利用したタイヤウォーマーの使用ならびにタイヤの加

工、溶剤の塗布等は禁止される。 
③公式予選、第 1 レグ、ファイナルレースを通じて使用するドライタイヤは前輪 4 本、

後輪4本までとし、公式車検時にマーキングされる。 
④外的要因（パンク等）により上記③で規定された本数を超えて新たにタイヤ使用

を希望する場合は、住友ゴム工業株式会社の所見を添えて競技会審査委員会に
申請すること。この場合のタイヤ交換の申請に対する時間的制限は、公式予選お
よび第 1 レグの各走行終了後 30 分以内とする。競技会審査委員会が認めた場
合、交換されるタイヤのマーキングが技術委員により除去され、新たに使用されるタ
イヤにマーキングが実施される。なお、交換後に実施される最初の走行セッション
（第1レグまたはファイナルレース）は次の通りとされる。 

・1本交換…5グリッド降格。 
・2 本以上の交換…最後尾スタートとされる。なお当初のグリッドより 3 グリッド以内に

最後尾グリッドがある場合はピットスタートとする。 
 2.エンジンに関する規定 
   REU の製作した治具（カムプロフィール、ヘッドの厚さ、バルブ突き出し寸法）と内

視鏡によるエンジン内部確認の検査、ECU の検査を本大会期間中において行う事
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ファイナルレース 50 台 

（レース形式） 

公式予選A 54台 

（タイムトライアル方式） 

公式予選B 54台 

（タイムトライアル方式） 

第1レグ B 50 台 

（レース形式） 

第1レグ A 50 台 

（レース形式） 
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がある。参加者は主催者より検査を求められた場合は、拒否することはできない。 
3.車両交換等の禁止 

   公式車検に合格した車両は、車両の交換、またはエンジンおよびトランスミッションの
アッセンブリー交換が禁止される。やむを得ない事情で交換しなければならない場合、
車両を除き、技術委員⾧ならびに競技⾧の承認のもと、審査委員会が許可したも
のに限り交換が認められる。ただし、公式予選および第 1 レグにて達成された当該
車両のスターティンググリッドが失われることを条件とする。（最後尾グリッドからのス
タートが理由の如何を問わず条件とされる。）なお当初のグリッドより 5 グリッド以内
に最後尾グリッドがある場合は、原則としてピットスタートとする。また、この場合のエ
ンジンおよびトランスミッション交換の申請に対する時間的制限は、公式予選および
第1レグの各走行終了後30分以内とする。 

 4.広告スペースの提供 
   富士チャンピオンレースシリーズ規則に基づき、オーガナイザー指定のスポンサーステ

ッカーを貼付しなければならない。 

第11条 大会賞典 
競技結果に基づき、以下の賞典を授与する。なお賞金は消費税額等を含む金額で
あり、支払いに発生ずる諸経費が含まれるものとする。 
1.JSS第1レグ賞（A、B各）  

順位 賞金 
1位 3万円 
2位 2万円 
3位 1万円 

2.FJ 協会賞 
名称 順位 賞金 備考 

ジェントルマン賞 1位 10万円 ファイナルレースにおける40歳以上
のドライバー 2位 6万円 

3位 4万円 
ジャンプアップ賞 10万円 ファイナルレースで最も順位を上げた

ドライバー 
3.JSS ファイナルレース賞 

順位 正賞 賞金 順位 正賞 賞金 
1位 トロフィー 50万円 6位 トロフィー 11万円 
2位 トロフィー 50万円 7位  8万円 
3位 トロフィー 25万円 8位  7万円 
4位 トロフィー 17万円 9位  6万円 
5位 トロフィー 13万円 10位  4万円 

4.ダンロップ賞/NUTEC賞 
順位 ダンロップ賞金 NUTEC賞金 

ファイナルレース1位 50万円 1万円 
5.JSS Super FJ日本一賞 

順位 賞典 
ファイナルレース1位 歴代優勝者名入り大カップ 

6.JSS ファイナルレーススタート賞 
名称 賞金 

ファイナルレース 
スタート賞 

ファイナルレースをスタートした車両のメンテナンスガレージ
（FJ協会会員及び準会員）に台あたり2万円 

7.その他、賞典を追加する場合がある。 

第12条 賞典の制限 
予選参加台数が少数の場合は次のように制限される。 

参加台数 正賞 参加台数 正賞 
2～3台 1位のみ 8～9台 4位まで 
4～5台 2位まで 10～11台 5位まで 
6～7台 3位まで 12台以上 6位まで 

第13条 燃料 
1.参加車両が使用する燃料は、富士スピードウェイパドックB内、ENEOSガ

ソリンスタンドで販売される燃料（ENEOSヴィーゴ）が指定される。 
成分表は富士チャンピオンレースシリーズ規則を参照。 

2.燃料には添加剤を混入したり、オクタン価を高めたり燃料の性質を変えるよ
うな装置を取り付けたりしてはならない。 

3.競技中（公式予選、第1レグ、ファイナルレース）は、車両に対する燃料の
補給は認められない。 

第14条 公式予選通過基準ラップタイム 
各組の上位3台のベストラップを平均したタイムの 130％以内とする。 

第15条 第1レグ、ファイナルレースのスタート方式 
2列のスタッガードグリッドによる、スタンディングスタートとする。 

第16条 セーフティーカーライン 
セーフティカー導入時、国際モータースポーツ競技規則付則 H 項 2.10.2（※1～3）
セーフティカーラインの運用を適用する。（富士スピードウェイ一般競技規則第 33 条
2.(7)掲載。） 

第17条 赤旗によるレース中断時の停車位置 
公式予選:指定されたピット作業エリア 
第1レグ/ファイナルレース:コース上／スタートライン、ピットレーン／ピット出口ライン 

第18条 競技会主要役員 
競技会審査委員会 

審 査 委 員 ⾧  和田 孝夫 
審 査 委 員  荻原 好武、祝田久仁一 

競技執行役員 
競 技 ⾧    松岡 直     副競技⾧    芹澤 光志   
事務局⾧    勝亦 修一 
その他の競技役員は公式通知に示す 

第19条 ピットクルー 
ピットクルーの登録はチーム監督を含めて 4 名まで。予め登録されたピットクルー以外

のピット作業は禁止される。 
ピットクルーの変更は規定の「有効な保険」に加入している者に限られるものとし、ピット
クルー登録変更届けに署名の上申請しなければならない。 
ピット作業エリアには 3 名まで出ることが許される。シグナリングプラットフォームへ出られ
る人数は2名まで。 

第20条 車番自動入力装置 
参加者は、主催者が支給する自動計測用の「車番自動入力装置」を車両検査まで
に参加車両に装着しなければならない。 

第21条 身分証と通行証 
1.参加が受理された場合には、エントラントによって指名登録された要員、ドライバー、

並びにその乗用車、競技車両搬送者、サービスカーに対して身分証・通行証が交
付される。競技期間中はこれらを明瞭に確認できる位置に必ず付けていなければ
ならず、車両通行証については貼付する車両のナンバープレート番号を記入の上、
フロントガラスの外部より視認できる位置につけること。また他人に貸与したり転用し
たりすることは厳禁され、違反者に対しては参加資格の剥奪その他の処罰が課せら
れる。（ドライバーも自己の競技中以外は掲示着用すること） 

2.パドック内における通行は身分証、通行証に表示された区域に限定されるが、車両
は定められた導線に沿い移動させ、必ず指定の場所に駐車し、緊急通路をふさい
だり他の走行を妨げたりしてはならない。 

第22条 第一レグ、ファイナルレース中に課されるペナルティ 
ペナルティが決定された場合、直ちに罰則の種類を示す表示板、及び当該車
両の競技番号を記入した黒の表示板がコントロールラインで表示され、合わ
せてピット放送が行われる。 

1．タイムペナルティ 
競技結果に対して5秒または10秒を加算する。タイムペナルティが課され
た結果、同着となった場合はペナルティ対象者及びより重い罰則を課せられ
た者が下位に順位付けられる。 

2．ドライブスルーペナルティ 
ドライバーはピットレーンに進入し、ピットに停車せずにピットレーン出口
からレースに復帰しなければならない。  

3．ペナルティストップ 
ドライバーはピットレーンに進入し、ペナルティストップエリアに少なくと
もペナルティとして課せられた時間の間、停止した後、ピットレーン出口か
らレースに復帰しなければならない。また、自チームのピットに停止するこ
とは許されない。 
ペナルティストップエリアでは車両はエンジンを停止する必要はない。エン
ジンが停止した場合は、ペナルティ時間が経過した後に、エンジン始動用外
部エネルギー源あるいは補助的装置によって再始動することができる。 

第23条 ピットパドックの見取り図 
富士スピードウェイ一般競技規則および公式通知を参照。 

以上 


