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INFORMATION
FROM ●JAFからの公示・お知らせ

　モータースポーツライセンス（以下「ライセンス」と言います。）の更
新手続きは、 月から受付を開始しました。
　新しい年のモータースポーツ活動へ向けて、余裕を持って更新
手続きを行ってください。
　なお、ＪＡＦ窓口にご来店の際は、15ページに記載の休業日、
受付時間をご確認のうえご来店ください。
　ライセンス申請書はＪＡＦホームページよりダウンロード
可能です。 

お願い　2015年から2016年への更新を行っていない方には
JAFスポーツ誌をお送りしておりませんので、身近に
そのような方がいましたら、以下の内容をご案内ください。

2015年から2016年へのライセンス更新期限は、次のとおりです。
　　　窓口受付　2016年12月29日（木）17：30まで
＊郵送の場合は2016年12月31日の消印（受信）まで有効
＊ＪＡＦマイページ（web）で手続きされる場合は
　2016年12月31日　23：59手続き完了分まで
2017年になると更新資格を失いますのでご注意ください。
（年末年始の休業日については15ページをご確認ください。）

2017年モータースポーツライセンス更新のご案内 11月から受付中！ ［公示No.2017ー001］

●ライセンス取得資格
　競技許可証および公認審判員許可証は「JAFスポーツ資格登録規定」および「自動車競技に関する申請・登録等手数料規定」に基づき発給さ
れます。詳細は当該規定をご参照ください。

●更新に必要なもの
ライセンス申請書は本誌2016年11月号に綴込んであります。1. ライセンス申請書
縦4cm×横3cm、無帽、無背景、上半身のもので、申請前6ヵ月以内に撮影した鮮明な写真を申請書の所定位置に貼付し
てください。（お手持ちのライセンスに使用した写真でよければ、写真の提出は不要です。）
・必ず指定のサイズで無帽、無背景の写真を貼付してください。サイズが異なる場合、使用できないことがあります。
・デジタルカメラの画像を使用する場合は、必ず写真専用用紙に印刷してください。

2. 写真1枚

参加者許可証のみの申請の場
合は不要

ライセンス更新に際しては、JAF個人会員が有効期限内であることが必須条件です。自動振替による自動継続のお申込みをさ
れていない方で、JAF個人会員の有効が切れているとライセンスの更新手続きが行えません。ご自身のJAF個人会員の有効
期限をご確認くださいますようお願いします。万一、JAF個人会員の有効が切れている場合には、速やかに継続手続きを行って
ください。継続手続きの方法等については、お近くのJAFへお問い合わせください。

3. JAF個人会員

18歳未満の方は不要

下記の表の通りです。4. ライセンス料（許可証料）
上級更新（参加者は除く）、または国際A、Bライセンスの更新申請をする場合、実績を確認するために必要です。
（国内A、国内B、国際R、国際C、公認審判員、参加者の更新申請の場合は不要）

5. 出場記録カード
　 または役務記録カード

●JAFマイページによるライセンス更新
　JAFマイページにご登録いただければ、インターネットでライセンス更新ができます。
　なお、お支払い方法はご本人名義のクレジットカードのみとなります。　

※競技会の出場実績を確認する必要がある種類のライセンス、および18歳未満の方のライセンスについては、ＪＡＦマイページでの更新はできません。
また、上級や推薦を伴う申請についても、お手数ですが、窓口へご来店いただくか現金書留による郵送での手続きをお願いします。

〈許可証料の計算方法〉
＊公認審判員許可証を2種目以上併有する場合は、最上級の許可証料
に、2種目めより1種目につき500円ずつ加算されます。

　（例）コースＡ1級と計時Ａ2級の場合：5,100円＋500円＝5,600円
　併有する許可証が同じ級（例：技術A1級とコースB1級等）の場合でも
計算方法は同様です 。
＊競技運転者、公認審判員、競技参加者を併有している場合には、そ
れぞれ左記の許可証料が必要です。

●許可証料（カートライセンスの料金は、42ページをご覧ください。）
許可証料許可証の種類許可証料許可証の種類
6,300円国内参

加
者

3,100円国内B

競
技
運
転
者

12,500円国際4,100円国内A
3,100円3級

審
判
員

10,400円国際R
4,100円2級10,400円国際C
5,100円1級12,500円国際B

1種目につき
500円

資格併有の場合
14,600円国際A
10,400円国際ソーラーカー
10,400円国際ドラッグレース
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●ライセンスの交付申請書の記入について
　

申請書の枠内に正確かつ明瞭に、記入漏れのないよう記入してください。（未記入の項目や、判読できない文字があると、ライセンスが発給でき
ない場合があります。）本誌14頁に記入例を掲載していますので、ご参照ください。

●ライセンスが発給されるまで

●ライセンスへの署名

～ライセンス作製の流れ～

③写真入り
　ライセンスを送付

①申請

申　請　者

JAF窓口 JAF本部

②仮ライセンス
　発給

※②発給日から60日間有効
※①から③までは約1ヵ月ほどかかります。更新のピーク時にはこれ
以上日数がかかる場合がありますのでご了承ください。

　写真入りライセンスをクラブ等にまとめて送付する場合、10件以上は
レターパックで、10件未満の場合は普通郵便で送付します。
　ライセンス発行に関するお問い合わせは、15ページのJAF支部窓口へ
お願いします。

※ライセンス表面の二次元バーコードには会員（ライセンス）番号が登録さ
れています。

ライセンスがお手元に届いたら、ライセンスの裏面の署名欄
に、必ずご本人が署名してください。
署名してはじめてライセンスは有効となります。

裏
面

SAMPLEMMMP

SAMPLESAMPLEAMPAMPLSSSA

注意事項等項目
申請者本人の会員（ライセンス）番号を記入。会員No.

自分の所属しているJAF登録クラブ（または団体）（複数所属している場合は、その主たるクラブ1ヵ所）の名称、略称を記入し、
当該クラブ（または団体）の登録印を捺印。2016年の登録印は、2017年3月までの申請に、また、2017年4月以降の申請に
は2017年の登録印を捺印。JAF登録クラブ（または団体）に所属していない場合は不要。

登録クラブ・団体の
所属証明欄

氏名とその上段にカタカナでフリガナを記入。申請者氏名
昼間、連絡がとれる電話番号を記入。連絡先電話番号
現住所の郵便番号（ 桁）を記入。郵便番号
都道府県名を必ず記入し、その上段にカタカナでフリガナも記入。マンション・アパート・寮名・部屋番号等も必ず記入。現住所
ライセンスに使用する写真を再利用する場合「する」に○、新たな写真を使用する場合「しない」に○を付け、本申請
書に写真を貼付してください。

写真再利用

運転免許証番号を記入。（変更がある場合記入）自動車運転免許証
男・女のいずれかに○。性別
大正・昭和・平成のいずれか該当するものに○印の上、記入のこと。生年月日
申請時の年齢を記入。年齢
国際の運転者および参加者はローマ字で、国内の参加者はカタカナで記入。国内の運転者および公認審判員の申請者は記入不要。（30字以内）ライセンス表記名
参加者の申請の場合、代表者名を記入。国内参加者の場合はカタカナで、国際参加者の場合はローマ字（全て大文字）で記入。参加者の代表者名
申請するクラスおよび種類に○。（本誌14ページの記入例は国内Aを年度更新する場合のもの。）種類およびクラス
氏名、ライセンス番号、申請種別も、忘れずに記入。写真貼付欄
縦4cm×横3cm、無帽　無背景　上半身のものを1枚。申請前6ヵ月以内に撮影のこと。ライセンス申請書の下段にある所定
の位置に貼付。（前年のライセンスに使用した写真を再使用する場合は、写真の貼付は不要です。）

写真
※記入例参照

競技運転者と公認審判員の両方を申請する場合でも申請書は 枚で可。
記入内容を訂正する場合は、取消線を引き訂正部を押印（またはサイン）の上、書き直してください。

その他
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＜記入例＞

ライセンス作製の際にデータ化
して印刷しますので、鮮明な写
真をお使いください。
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住所および電話番号支部地方
本部

〒062-0051　札幌市豊平区月寒東1条15丁目8-1
TEL. 011-857-7155札幌支部（北海道本部）北海道

〒041-0824　函館市西桔梗町589-21
TEL. 0138-49-4534函館支部

〒070-8061　旭川市高砂台1-1-1
TEL. 0166-69-2111旭川支部

〒084-0906　釧路市鳥取大通8-2-11
TEL. 0154-51-2167釧路支部

〒080-0038　帯広市西8条北1-14-1
TEL. 0155-26-0260帯広支部

〒090-0838　北見市西三輪1-657-3
TEL. 0157-66-5220北見支部

〒984-8539　仙台市若林区卸町3-8-105
TEL. 022-783-2826宮城支部（東北本部）東北

〒030-0955　青森市駒込字桐ノ沢9-12
TEL. 017-765-5255青森支部

〒020-0834　盛岡市永井12-18-1
TEL. 019-637-7110岩手支部

〒960-8165　福島市吉倉字谷地12-1
TEL. 024-546-0022福島支部

〒010-0942　秋田市川尻大川町2-1
TEL. 018-864-8492秋田支部

〒990-2402　山形市小立2-1-59
TEL. 023-625-4520山形支部

〒105-8562　港区芝2-2-17
TEL. 03-6833-9140東京支部（関東本部）関東

〒950-0965　新潟市中央区新光町11-6
TEL. 025-284-7664新潟支部

〒381-0034　長野市高田675-2
TEL. 026-226-8456長野支部

〒310-0851　水戸市千波町2475-7
TEL. 029-244-2660茨城支部

〒321-0166　宇都宮市今宮2-4-6 栃木県自動車会館内
TEL. 028-659-3231栃木支部

〒370-0071　高崎市小八木町2040-2
TEL. 027-364-5155群馬支部

〒338-8531　さいたま市中央区下落合4-1-1
TEL. 048-840-0025埼玉支部

〒260-8565　千葉市中央区中央港1-16-19
TEL. 043-301-0800千葉支部

〒221-8718　横浜市神奈川区片倉2-1-8
TEL. 045-482-1255神奈川支部

〒400-0854　甲府市中小河原町730-1
TEL. 055-243-3131山梨支部

※関東本部管轄地域ではすべての国際および国内ライセンスの仮ライセンスを
各支部で発給します。

〒466-8580　名古屋市昭和区福江3-7-56
TEL. 052-872-3685愛知支部（中部本部）中部

〒939-8064　富山市赤田791-3
TEL. 076-425-5550富山支部

〒921-8062　金沢市新保本4-8
TEL. 076-249-1252石川支部

〒918-8236　福井市和田中2-105
TEL. 0776-25-2000福井支部

〒500-8356　岐阜市六条江東2-4-11
TEL. 058-277-1121岐阜支部

〒422-8517　静岡市駿河区曲金6-4-8
TEL. 054-654-1515静岡支部

〒514-0815　津市藤方字中堰東666-8
TEL. 059-222-2300三重支部

●ライセンス申請の受付場所
　

　ライセンス更新のために必要な書類等は、お近くの下記JAF支部へ持参または郵送してください。掲載のない窓口での受付は行ってい
ませんのでご注意ください。

【窓口受付】
　

1. 受付時間は 9：00〜17：30 です。
　 土・日・祝日・年末年始（12月30日（金）〜1月3日（火））は休業となります。
2. 原則として「国際ライセンス（A、B）」 の仮ライセンス発給は「○○本
部」の表示がある支部のみで行います。詳細はお問い合わせくださ
い。

【郵送受付】
　

必ず「現金書留」にてお送りください。その際封筒表面に「ライセンス更
新」と明記してください。

住所および電話番号支部地方
本部

〒567-0034　茨木市中穂積2-1-5
TEL. 072-645-1300大阪支部（関西本部）関西

〒520-2153　大津市一里山5-11-1
TEL. 077-544-3300滋賀支部

〒601-8134　京都市南区上鳥羽大溝5
TEL. 075-682-6000京都支部

〒657-0044　神戸市灘区鹿ノ下通2-4-13
TEL. 078-871-7561兵庫支部

〒630-8144　奈良市東九条町109-1
TEL. 0742-61-0006奈良支部

〒641-0007　和歌山市小雑賀640-3
TEL. 073-421-5355和歌山支部

〒733-8610　広島市西区庚午北2-9-3
TEL. 082-272-9967広島支部（中国本部）中国

〒680-0911　鳥取市千代水2-13
TEL. 0857-31-4433鳥取支部

〒690-0011　松江市東津田町1092-1
TEL. 0852-25-1123島根支部

〒703-8586　岡山市中区穝155-9
TEL. 086-273-0710岡山支部

〒753-0871　山口市朝田2094-1
TEL. 083-921-7777山口支部

〒760-0079　高松市松縄町1083-16
TEL. 087-867-8411香川支部（四国本部）四国

〒770-0867　徳島市新南福島1-4-32
TEL. 088-625-6511徳島支部

〒790-0062　松山市南江戸5-15-32
TEL. 089-925-8668愛媛支部

〒780-0088　高知市北久保19-28
TEL. 088-882-0311高知支部

〒814-8505　福岡市早良区室見5-12-27
TEL. 092-841-7731福岡支部（九州本部）九州

〒849-0921　佐賀市高木瀬西6-1149-5
TEL. 0952-30-7000佐賀支部

〒850-0043　長崎市八千代町2-13
TEL. 095-811-2333長崎支部

〒861-8038　熊本市東区長嶺東6-30-30
TEL. 096-380-9200熊本支部

〒870-0955　大分市下郡南5-3-12
TEL. 097-567-7000大分支部

〒880-0925　宮崎市本郷北方2696-9
TEL. 0985-52-4511宮崎支部

〒890-0072　鹿児島市新栄町2-12
TEL. 099-284-0007鹿児島支部

〒901-2102　浦添市前田1-48-7
TEL. 098-877-9225沖縄支部

※一部の支部の電話は地方本部のある支部へ転送されます（転送費用はJAF負担）。
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【ＪＡＦ登録クラブの代表者の皆様へ】
公認審判員B3級は、ＪＡＦの個人会員で、所定の申請条件を満たしていれば、自動車運転免許証を持っていなくても取得できます。

　2017年のJAF登録クラブ・団体の更新手続きが2016年12月1日
から始まりましたので、下記の通りご案内いたします。

●取扱期間　2016年12月1日（木）〜2017年3月31日（金）
●必要書類

●申請料

●その他必要なもの　　旧（2016年）登録印
●更新申請の受付場所　15ページに掲載のJAF各支部。
　　　　　　　　　　　　受付時間：土日祝日と年末年始（12

月30日（金）〜1月3日（火））を除く9：00
〜17：30。 

●更新条件
　　準加盟クラブ：所属会員のうち7名以上が国内Ｂ以上もしく

は公認審判員許可証B3級以上の所持者であ
ること。（1人で両方を所持している者は、どち
らか一方の許可証でのみ、所属クラブの会員
としてＪＡＦに届け出ることができる。）

　　　　　　　　　またクラブ代表者は国内B以上もしくは公認
審判員許可証B3級以上の所持者であること。

　　加盟クラブ　：所属会員のうち15名以上が国内Ｂ以上もしく
は公認審判員許可証B3級以上の所持者であ
ること。（1人で両方を所持している者は、どちら
か一方の許可証でのみ、所属クラブの会員と
してJAFに届け出ることができる。）またクラブ
代表者は国内B以上もしくは公認審判員許可
証B3級以上の所持者であること。

　　公認クラブ　： ）所属クラブの会員のうち50名以上がJAF
の国内競技運転者許可証B以上または公
認審判員許可証B3級以上の所持者で、
そのうち40名以上は、JAFの国内競技運
転者許可証A以上もしくは公認審判員許
可証A2級またはA1級の所持者であるこ
と。（1人で両方を所持している者は、どち
らか一方の許可証でのみ、所属クラブの会
員としてJAFに届け出ることができる。）

　　　　　　　　　　またクラブ代表者は国内A以上もしくは公
認審判員許可証A2またはA1級の所持者
であること。

　　　　　　　　　 ）前年度（2016年1月〜12月）、準国内格式
以上の公認競技会の単独主催、もしくは全
日本レース選手権競技会の主催（注）の、合
計2回開催の実績があること。（注：当該クラ
ブを含む3つ以内の登録クラブ・団体が共催
した公認競技会に限り、実績として認める。）

　　準加盟団体　：責任者はJAF会員であること。
　　加盟団体　　：国内Ｂ以上または公認審判員許可証2級以

上の所持者が1名所属していること。また責
任者はJAF会員であること。

　　公認団体　　：前年度（2016年1月〜12月）、準国内格式以上
のJAF公認競技会を1回以上主催していること。

　　　　　　　　　また国内A以上または公認審判員許可証Aの
所持者が1名所属しており、責任者はJAF会員
であること。

特別
団体

公認
団体

加盟
団体

準加盟
団体

公認
クラブ

加盟
クラブ

準加盟
クラブ

○○○○○○○※JAF登録申請書

○○○※クラブ員登録申請書

○○※経歴書

△△△△△△△会則または定款

○○○○役員名簿

△△△法人登記簿謄本の写し
（法人の場合）
※印：JAF所定の用紙を使用してください。
　　・従来どおり、「クラブ・団体登録申請書」の記載内容のうち登録番

号、クラブ・団体名称、略称、代表者氏名、連絡担当者氏名・住
所・電話番号は「JAFモータースポーツイヤーブック」等に掲載いた
します。

△印：前回の提出内容に変更がある場合のみ必要です。

年度登録申請料加盟申請料クラブおよび団体
18,800円8,300円準加盟クラブ
18,800円8,300円加盟クラブ
136,300円昇格申請料　94,300円公認クラブ
157,300円104,800円準加盟団体
188,600円104,800円加盟団体
366,900円209,600円公認団体
733,900円209,600円特別団体

注：更新時に格式変更（降格、昇格）を申請する場合は、年度登録申請料
のほかに別途加盟申請料が必要です。

2017年クラブ・団体更新のご案内 ［公示No.2017−002］
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JAFモータースポーツ名誉委員

●JAFモータースポーツ名誉委員
外川　一雄
神谷　和潤

FIA代替エネルギーカップ

●ソーラーカー カテゴリー1
優勝 OSU 大阪産業大学

●ソーラーカー オリンピアクラス
優勝 TEAM RED ZONE

●ソーラーカーレース鈴鹿2016　4時間耐久レース総合
優勝 平塚工科高校 社会部

FIA-F4

●チーム部門●ドライバー部門
  Honda フォーミュラ・ドリーム・プロジェクト  宮田　莉朋

2位 阪口　晴南
3位 大湯　都史樹
4位 石坂　瑞基
5位 小高　一斗
6位 平木　湧也

JAFカップオールジャパンジムカーナ

PN部門
●クラス4●クラス3●クラス1
角岡　隆志松本　敏斉藤　邦夫

N部門
●クラス3●クラス1
石元　啓介小林　規敏

SA部門
●クラス3●クラス2●クラス1
高山　敏和西　悠治服部　諒一

SC部門
藤井　雅裕

JAFカップオールジャパンダートトライアル

PN部門
●クラス2●クラス1
奥村　直樹宝田　ケンシロー

N部門
●クラス2●クラス1
赤羽　政幸森　大士

SA部門
●クラス2●クラス1
大西　康弘工藤　清美

SC部門
●クラス2●クラス1
吉村　修山崎　迅人

D部門
河内　渉

全日本ジムカーナ選手権

PN部門
●クラス3●クラス2●クラス1
  川北　忠
2位 松本　敏
3位 ユウ
4位 西野　洋平
5位 天満　清
6位 大江　光輝

  片山　誠司
2位 松本　悟
3位 森田　陽介
4位 梅澤　高志
5位 河本　晃一
6位 坂中　真一郎

  ひでき
2位 斉藤　邦夫
3位 土手　啓二朗
4位 福田　大輔
5位 橋本　恵太
6位 箕輪　雄介

●クラス4
  野島　孝宏
2位 茅野　成樹
3位 岡野　博史
4位 掛札　雄一
5位 山野　哲也
6位 桝谷　裕一

N部門
●クラス3●クラス2●クラス1
  菱井　将文
2位 飯坂　忠司
3位 石元　啓介
4位 山田　拓
5位 大澤　勝紀
6位 天野　明夫

  小俣　洋平
2位 上本　昌彦
3位 西森　顕
4位 安部　洋一
5位 梅村　伸一郎
6位 石井　和則

  朝山　崇
2位 小林　規敏
3位 高江　淳
4位 水野　俊亮
5位 小幡　宏昭
6位 佐藤　巧

SA部門
●クラス3●クラス2●クラス1
  津川　信次
2位 金本　辰也
3位 田辺　剛
4位 印南　靖志
5位 緒方　和良
6位 岡部　隆市

  久保　真吾
2位 渡辺　公
3位 山田　寛宣
4位 西　悠治
5位 鰐部　光二
6位 上野　健司

  若林　隼人
2位 志村　雅紀
3位 工藤　典史
4位 小武　拓矢
5位 橋本　克紀
6位 近藤　岳士

SC部門
  大橋　渡
2位 野中　信宏
3位 山越　義昌
4位 尾崎　誠治
5位 河村　晋一
6位 藤井　雅裕

2016年JAFモータースポーツ表彰式 受賞者一覧 ［公示No.2017ー003］

 ＝チャンピオン

　ＪＡＦモータースポーツ名誉委員の輪違智和氏が 月 日逝去されました（享年 歳）。
 輪違氏は、 年の第 期スポーツ委員会で 年間、委員を務められた後、登録小委員会の委員長及び委員を 年間務められ、そ
の後もラリー小委員会、スピード行事小委員会、モータースポーツ審査委員会の委員などを歴任されました。また長年にわたり、Ｊ
ＡＦ公認クラブ「日本ダットサンクラブ東京（NDC-TOKYO）」の代表を務められました。
　ここに謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

一般社団法人 日本自動車連盟（ＪＡＦ）

輪違 智和氏訃　報
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全日本ダートトライアル選手権

PN部門
●クラス2●クラス1
  川島　秀樹
2位 櫻井　貴章
3位 竹本　幸広
4位 奥村　直樹
5位 矢野　淳一郎
6位 須田　行雄

  宝田　ケンシロー
2位 児島　泰
3位 山崎　利博
4位 佐藤　卓也
5位 上野　倫広
6位 福山　重義

N部門
●クラス2●クラス1
  黒木　陽介
2位 北條　倫史
3位 矢本　裕之
4位 赤羽　政幸
5位 影山　浩一郎
6位 信田　政晴

  岡　翔太
2位 細木　智矢
3位 花見　誠
4位 古沢　和夫
5位 仲　健太郎 
6位 齊藤　道夫

SA部門
●クラス2●クラス1
  北村　和浩
2位 鎌田　卓麻
3位 荒井　信介
4位 大西　康弘
5位 田上　正彦
6位 林　軍市

  中島　孝恭
2位 稲葉　幸嗣
3位 崎山　晶
4位 工藤　清美
5位 太田　智喜
6位 伏見　利昭

SC部門
●クラス2●クラス1
  田口　勝彦
2位 吉村　修
3位 平塚　忠博
4位 梶岡　悟
5位 上村　智也
6位 磯貝　雄一

  西尾　忠
2位 山崎　迅人
3位 中沼　貴広
4位 坂田　一也
5位 松田　宏毅
6位 大西　雅也

D部門
  谷田川　敏幸
2位 河内　渉
3位 亀山　晃
4位 目黒　亮
5位 炭山　義昭
6位 亀田　幸弘

全日本ラリー選手権

●クラス1　ナビゲーター●クラス1　ドライバー
  新井　正和
2位 佐々木　裕一
3位 和田　善明
4位 廣嶋　真
5位 山岸　典将
6位 鈴木　裕

  鈴木　尚
2位 須藤　浩志
3位 小川　剛
4位 松原　久
5位 三苫　和義
6位 番場　彬

●クラス2　ナビゲーター●クラス2　ドライバー
  馬場　雄一
2位 北田　稔
3位 蔭山　恵
4位 横手　聡志
5位 谷内　壽隆
6位 安藤　裕一

  明治　慎太郎
2位 小濱　勇希
3位 鎌野　賢志
4位 山本　悠太
5位 加納　武彦
6位 猪股　寿洋

●クラス3　ナビゲーター●クラス3　ドライバー
  井上　裕紀子
2位 松浦　俊朗
3位 菅野　総一郎
4位 美野　友紀
5位 豊田　智孝
6位 鈴木　隆司

  天野　智之
2位 中西　昌人
3位 唐釜　真一郎
4位 岡田　孝一
5位 鷲尾　俊一
6位 島田　章

●クラス4　ナビゲーター●クラス4　ドライバー
  桝谷　知彦
2位 石川　恭啓
3位 島津　雅彦
4位 木村　裕介
5位 平山　真理
6位 尼子　祥一

  曽根　崇仁
2位 石川　昌平
3位 山口　清司
4位 横嶋　良
5位 香川　秀樹
6位 小倉　雅俊

●クラス5　ナビゲーター●クラス5　ドライバー
  中原　祥雅
2位 豊田　耕司
3位 小坂　典嵩
4位 藤上　亘
5位 加勢　直毅
6位 北川　紗衣

  柳澤　宏至
2位 大倉　聡
3位 大橋　逸夫
4位 新井　大輝
5位 眞貝　知志
6位 関根　正人

●クラス6　ナビゲーター●クラス6　ドライバー
  石田　裕一
2位 佐藤　忠宜
3位 田中　直哉
4位 市野　諮
5位 竹原　静香
6位 石田　一輝

  勝田　範彦
2位 奴田原　文雄
3位 新井　敏弘
4位 鎌田　卓麻
5位 福永　修
6位 徳尾　慶太郎

全日本カート選手権

FS-125部門
  佐藤　蓮
2位 小川　颯太
3位 井本　大雅
4位 三澤　拓真
5位 塩津　佑介
6位 宮下　源都

KF部門
  宮田　莉朋
2位 朝日　ターボ
3位 名取　鉄平
4位 角田　裕毅
5位 高橋　悠之
6位 大草　りき

全日本フォーミュラ3選手権

●ドライバー
  山下　健太 
2位 Jann Mardenborough
3位 坪井　翔 
4位 高星　明誠 
5位 牧野　任祐 
6位 千代　勝正

●チーム
  B-Max Racing TEAM

●エンジンチューナー
  SPIESS Motorenbau GmbH
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FIAインターナショナルシリーズ　スーパーGT

GT300クラス
●チーム●ドライバー
  VivaC team TSUCHIYA  土屋　武士　　松井　孝允

2位 嵯峨　宏紀　　中山　雄一
3位 Richard LYONS　　藤井　誠暢

GT500クラス
●チーム●ドライバー
  LEXUS TEAM SARD  Heikki KOVALAINEN　　平手　晃平

2位 大嶋　和也　　Andrea CALDARELLI
3位 松田　次生　　Ronnie QUINTARELLI

全日本スーパーフォーミュラ選手権

●ドライバー
  国本　雄資
2位 Andre LOTTERER　
3位 関口　雄飛
4位 Stoffel VANDOORNE　
5位 石浦　宏明
6位 中嶋　一貴

●チーム
  INGING MOTORSPORT

●メカニック賞
  INGING MOTORSPORT

アンチ・ドーピングに関するお知らせ
　ＦＩＡ（国際自動車連盟）のアンチ・
ドーピングに関するＥラーニングの
サ イ ト「RACE TRUE ONLINE 
COURSE」（https://racetrue.fia.com/）
におきまして、日本語版の講習（約
時間）とテストが公開されています。

　オンラインコースを修了し、最終
試験に合格するとＦＩＡメディカル
委員長名で修了証書（DIPLOMA）が
発行されます。

　受講するには必要事項を入力しア
カウントを新たに作成する必要があ
りますが、講習が始まると、表示や
ナレーションは日本語になります
（「Nationality」で「Japan」を選択
した場合）。ライセンス所持者をはじ
め、モータースポーツに関係されて
いる方々におかれましては、アンチ・
ドーピングの理解を深めるために、
ぜひ受講してみてください。

　ＪＡＦモータースポーツホームペ
ージのトップページ下にバナーがあ
ります。
http://jaf-sports.jp/
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　以下の耐火炎レーシングスーツが、ＦＩＡ基準8856-2000に基づき、ＪＡＦ／ＦＩＡの公認を取得しましたので、お知らせします。

以上

耐火炎レーシングスーツのJAF／FIA公認の取得について ［公示No.2017ー004］

JAF公認番号FIA公認番号製品名申請者名

JAF-SP-EQ-196-16RS.291.16ARD-1000 PROGEAR TYPE-1 Genisys5ZIGENインターナショナル㈱

JAF-SP-EQ-197-16RS.292.16ARD-1100 PROGEAR TYPE-SX LT5ZIGENインターナショナル㈱

JAF-SP-EQ-198-16RS.293.16ARD-1150 PROGEAR TYPE-TX5ZIGENインターナショナル㈱

教材費
受講料

上段：B 所 持 者
下段：B非所持者

主任講師TEL申込先開催場所時間開催日

実費￥20,000/
￥24,000稲村 政幸03-3611-6687チームマグナスオートクラブ

（TMAC）
筑波サーキット
茨城県下妻市村岡8：45～17：001月14日

実費¥18,600堺 康彦059-378-3405鈴鹿モータースポーツクラブ
（SMSC）

鈴鹿サーキット
三重県鈴鹿市稲生町10：00～17：001月16日

Aライセンス講習会　日程 ［公示No.2017ー006］

【必要書類】

お問い合わせ先（JAF地方本部モータースポーツ窓口）参加者用競技運転者（コドライバー含む）用

関西本部　　☎ 072-645-1300
中国本部　　☎ 082-272-9967
四国本部　　☎ 087-867-8411
九州本部　　☎ 092-841-7731

北海道本部　☎ 011-857-7155
東北本部　　☎ 022-783-2826
関東本部　　☎ 03-6833-9140
中部本部　　☎ 052-872-3685

・ 海外競技会出場に関する証明申請書
・ 申請料　 回用　　¥8,300（税込）
　　　　　数次用　¥24,100（税込）

・ 海外競技会出場に関する証明申請書
・ 写真（3cm×3cm、無帽、無背景）
 ※髪などで顔が隠れていないもの
・ 申請料　 回用　　 ¥8,300（税込）
　　　　　 数次用　¥24,100（税込）

●海外競技会出場証明書（サーティフィケイト）申請について
　海外競技会出場証明書（サーティフィケイト）は、ＪＡＦ発
行のライセンスを所持する方が、海外で開催されるＡＳＮ公認
の四輪またはカートの競技に参加・出場する際、競技会の格式
が国際または国内を問わず必要な証明書です。
　ただし、国内カートライセンスでは、海外のカート競技に参
加・出場することはできません。
　出発日の 週間前までに所定の申請書に記入のうえ、申請料
を添えてＪＡＦ支部に申請してください。

　所定の申請書はＪＡＦ窓口で入手するか、ＪＡＦホームペー
ジ（http://www.jaf.or.jp/→モータースポーツ→データ室→各種
申請書等→海外競技会出場証明書申請書）からダウンロードす
ることができます。

回用：1競技会限定のサーティフィケートです。
数次用：当該年度中、複数の競技会に有効なサーティフィケートです。
　　　　3競技会以上出場のご予定があればこちらをお薦めします。
【申請受付】
　JAF地方本部・支部で受付しています。持参または郵送（現金
書留）にてご申請ください。

海外競技会出場証明書（サーティフィケート）発行件数一覧と申請方法 ［公示No.2017ー005］

国際モータースポーツ競技規則第 条 ）、第 条 ）、第 条 ）、およびＪＡＦスポーツ資格登録規定第 条 に基づき、ＪＡＦが
「海外競技会出場証明書（サーティフィケート）」を発行した件数です。

2016年10月発行分
発行数開催場所競技会名競技会開催日
3Shanghai International Circuit, CHINAGT Asia Series月 日〜 月 日
3Pen Bay International Circuit, TAIWANTaiwan Speed Festival 2016 （2016 台灣大賽車）月 日〜 月 日
6Johor, MALAYSIAAAM Malaysian Rally Championship 2016月 日〜 月 日
3Zhuhai International Circuit, CHINAAsian Le Mans Series月 日〜 月 日
4Guia Circuit, MACAU63rd Macau Grand Prix - FIA-F3 World Cup -月 日〜 月 日
1Guia Circuit, MACAU63rd Macau Grand Prix - Macau Road Sport Challenge - 月 日〜 月 日
3Coffs Harbour, NSW, AUSTRALIA WRC  - Rally AUSTRALIA - 月 日〜 月 日
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