
 

 

BMW & MINI Racing 2022 Round.4 

岡山国際サーキット大会特別規則書 

＜2022/8/16草案＞ 

 
 

 
 

 

＜大会公示＞ 

本競技会は、日本自動車連盟（ＪＡＦ）の公認のもと、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、および本特別規則に従って準国内格式として開催される。

なお、本特別規則には以下の各規則が含まれる。 

・２０２２ 岡山国際サーキット・４輪一般競技規則 

・２０２２ ＯＫＡＹＡＭＡチャレンジカップレース特別規則 

・ＢＭＲ ２０２２ Ｒｕｌｅｓ＆Ｒｅｇｕｌａｔｉｏｎｓ 

 

第１条 競技の名称 

ＢＭＷ ＆ ＭＩＮＩ Ｒａｃｉｎｇ ２０２２ Ｒｏｕｎｄ．４ 

（第７戦／第８戦） 

 

第２条 オーガナイザーの名称 

株式会社岡山国際サーキット 

アイダクラブ（ＡＣ） 

 

第３条 大会組織委員会 

組織委員長 杉浦 隆浩 

組織委員 秋山 雄亮 

組織委員 土井  誠 

その他の組織委員は公式プログラムに示す。 

 

第４条 開催場所 

岡山国際サーキット（３,７０３ｍ／１周） 

岡山県美作市滝宮１２１０ 

TEL:0868-74-3311  FAX:0868-74-2600 

 

第５条 開催日程 

２０２２年９月２４日（土）公式予選 

２５日（日）決勝レース（第７戦／第８戦） 

 

第６条 参加申し込み 

１．参加申し込み 

ＢＭＲ ２０２２ Ｒｕｌｅｓ＆Ｒｅｇｕｌａｔｉｏｎｓ第５条に準ずる。 

２．保険料（１名／１口１００万円付保につき） 

ドライバーは９００万円以上、ピット要員は４００万円以上の

傷害保険に加入していなければならない。 

３．参加者・ドライバーの参加資格 

参加者およびドライバー参加資格は、ＢＭＲ ２０２２ Ｒｕｌｅ

ｓ＆Ｒｅｇｕｌａｔｉｏｎｓ第４条に準ずる。 

４．参加受理と不受理 

・参加申込者に対しては、締め切り後に競技会事務局より

参加受理または不受理が通知される。 

・参加が受理された後に参加を取り消した参加者には参加

料は返還されない。 

 

第７条 ピット要員 

ＢＭＲ ２０２２ Ｒｕｌｅｓ＆Ｒｅｇｕｌａｔｉｏｎｓ第１８条に準じて登

録され、保険手続きを完了し主催者に受理されたものに限

る。 

 

第８条 参加車両 

ＢＭＲ ２０２２ Ｒｕｌｅｓ＆Ｒｅｇｕｌａｔｉｏｎｓに従った車両とす

る。 

 

第９条 車両変更料およびドライバー変更料 

登録した車両及びドライバーに変更がある場合は２０２２ 

ＯＫＡＹＡＭＡチャレンジカップレース特別規則 第６章に従

って行うことが出来る。 

・車両変更手数料・・・・・・・・５，５００円 

・ドライバー変更手数料・・・５，５００円 

 

 

 

 

 

 

第 10条 使用燃料 

１．ＢＭＷ Ｍ２ ＣＳクラスおよびＭＩＮＩ ＧＣＷクラスの使用燃

料は、岡山国際サーキットＢパドック内ガソリンスタンドで販

売される下記のガソリンが指定される。 

商品名 idemituハイオクガソリン 

密度 (15℃)g/㎝ 3 ０．７３２９ 

銅版腐食 50℃,3Hr １ 

実在ガム ㎎/100ml １以下 

蒸気圧 (37.8℃)kPa ９２．５ 

オクタン価 (ﾘｻｰﾁ法) ９９．６ 

ベンゼン 容量％ １以下 

ＭＴＢＥ 容量％ ０．１以下 

灯油分 容量％ 含まない 

メタノール 容量％ 含まない 

エタノール 容量％ ０．１ 

酸素分 質量％ １．２ 

硫黄分 質量％ ０．０００２ 

鉛分 g/l 無加鉛 

酸化安定度 分 ４８０以上 

分留性状℃ 10% ４０．０ 

分留性状℃ 50% ８８．０ 

分留性状℃ 90% １５１．５ 

分留性状℃ 終点 １７３．０ 

残油量 容量％ １．０ 

色  オレンジ系色 

２．ＭＩＮＩ ＣＰＳクラスの使用燃料は、通常のガソリンスタンド

のポンプから販売されている自動車用無鉛ガソリンを使用

すること。 

 

第 11条 レース時間（周回数）、最大決勝出場台数 

・レース時間（周回数）：２０分＋１周 

・最大決勝出場台数：４０台 

 

第 12条 公式車両検査 

日時・場所は公式通知に示す。 

 

第 13条 メディカルチェック 

競技長あるいは大会医師によりメディカルチェックの指示

があった場合は、その指示に従うこと。 

 



第 14条 ドライバーズブリーフィング 

レースに出走する全てのドライバーは、必ずドライバーズ

ブリーフィングに出席しなければならない。遅刻・欠席した

場合は罰則の対象となる。定刻に出席しなかったドライバ

ーは再ブリーフィングを受けなければならない。 

・日時：公式通知に示される。 

・場所：コントロールタワー２Ｆ・ブリーフィングルーム 

・再ブリーフィング受講料： 

【遅刻】５，５００円、 【欠席】１１，０００円 

 

第 15条 公式通知掲示場所 

ＷＥＢ形式での公式通知掲示板とする。 

 

第 16条 赤旗によるレース中断時の停車位置（赤旗ライン） 

赤旗ライン：１８番ピット前ファストピットレーン上 

なお、公式予選時は各自ピット前作業エリアとする。 

 

第 17条 ピットレーン速度規制およびコースイン 

・本大会のピットレーンの速度制限は６０㎞／ｈとする。 

ピットレーン速度超過はペナルティの対象となる。 

規制区間については公式通知を確認のこと。 

・コースインする時にピットレーン出口からトラック上にか

けて引かれている白線を越えた場合はペナルティの対象

となる。 

 

第 18条 公式予選及びグリッドの決定 

公式予選、スターティンググリッドについては、ＢＭＲ ２０２

２ Ｒｕｌｅｓ＆Ｒｅｇｕｌａｔｉｏｎｓ第１７条および第１９条に準ず

る。 

 

第 19条 スタート手順・決勝レース 

１．スタート手順・決勝レース形式、決勝レースの詳細 

ＢＭＲ ２０２２ Ｒｕｌｅｓ＆Ｒｅｇｕｌａｔｉｏｎｓ第２０条および第２１

条に準ずる。その他の詳細は２０２２ ＯＫＡＹＡＭＡチャレ

ンジカップレース特別規則 第９章に準ずる。 

２．レース中断および再スタート 

レースの中断および再スタートについては２０２２ ＯＫＡＹ

ＡＭＡチャレンジカップレース特別規則 第９章に準ずる。 

 

 

第 20条 パークフェルメ（車両保管場所） 

公式通知に示す。 

 

第 21条 順位認定 

ＢＭＲ ２０２２ Ｒｕｌｅｓ＆Ｒｅｇｕｌａｔｉｏｎｓ第２３条に準ずる。 

 

第 22条 暫定表彰 

ＢＭＲ ２０２２ Ｒｕｌｅｓ＆Ｒｅｇｕｌａｔｉｏｎｓ第２６条に準じて、決

勝レース終了後にコントロールタワー２Ｆ横・ポディウムに

て行う。 

 

第 23条 イベントの延期、取り止め、成立 

１．不可抗力による特別に事情が生じた場合、競技会審査委員

会の決定によって、イベントを延期または取り止めることが

ある。 

２．競技会が延期、取り止めとなった場合でも、各レース区分ご

とにレース完了を以て、それぞれが成立したものとされる。 

 

第 24条 トランスポンダー（自動計測装置）の装着 

出走する全参加車両は、予選・決勝レースを通して、オー

ガナイザーが貸し出すトランスポンダー（自動計測装置）を

取り付けなければならない。取付を拒否した車両は出走出

来ない。トランスポンダーの配布場所・時間は公式通知に

しめされる。また、返却はレース終了後速やかに大会事務

局へ返却すること。（予選不通過車両は当該予選終了後速

やかに返却のこと。） 

 

第 25条 得点、賞典およびその制限 

ＢＭＲ ２０２２ Ｒｕｌｅｓ＆Ｒｅｇｕｌａｔｉｏｎｓに則に従って与えら

れる。その他の賞典がある場合、公式プログラムもしくは

公式通知に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 26条 競技役員 

審査委員会 藤田 直廣 

 藤永 雅雄 

競技長 前澤 伊織 

副競技長 加藤 龍志 

事務局長 数山 真也 

コース委員長 田口 智弘 

技術委員長 耕谷 真也 

計時委員長 寺尾 茂己 

救急委員長 森山  賢 

医師団長 荻野 隆光 

広報委員長 畑  義継 

・その他の競技役員は公式プログラムもしくは公式通知に

示す。 

 

第 27条 審判員 

２０２２年ＪＡＦ国内競技規則１０－２０の審判員の判定事項

は次の通りとする。 

１．審判員（走路） 

・ＦＩＡ国際モータースポーツ競技規則付則Ｈ項に関する判定。 

・ＦＩＡ国際モータースポーツ競技規則付則Ｌ項第４章に関

する判定。 

・２０２２岡山国際サーキット・４輪一般競技規則 第４章 安

全規定に関する判定。 

２．スタート審判員 

・２０２２岡山国際サーキット・４輪一般競技規則 第７章 第

３０条スタートに関する判定。 

３．審判員（ピット） 

・２０２２岡山国際サーキット・４輪一般競技規則 第８章 に

関する判定。 

なお、上記１．～３．の判定事項に関しては、ＪＡＦ国内競技

規則１０－２１に従い抗議は認められない。 

 

第 28条 その他の競技細則および本規則の施行 

その他の競技細則は、ＢＭＲ ２０２２ Ｒｕｌｅｓ＆Ｒｅｇｕｌａｔｉｏ

ｎｓ、２０２２ 岡山国際サーキット・４輪一般競技規則、２０２

２ ＯＫＡＹＡＭＡチャレンジカップレース特別規則およびブ

ルテンに準ずる。また、本特別規則は競技会の参加申し込

みと同時に有効となる。 

以上、大会組織委員会 


