
                     

 

オートポリス インターナショナルレーシングコース スポーツ走行規定改定のお知らせ 

 

オートポリスは 2 輪・4 輪でのスポーツ走行を始めて間もないお客様にも安心してお楽しみいただく事と、

安全を担保した上で、サーキットでのスポーツ走行をより身近に感じていただける事を目的にスポーツ走

行規定を改定いたします。また、現在スポーツ走行をお楽しみいただいているお客様の利便性を高める為

に Mylaps 社製計測器（マイポンダー）の計測（計測器をお持ちの方は無料）が可能となります。 

 

＜スポーツ走行新規定運用開始及び新規サービス開始日＞ 

2022 年 4 月 1 日より 

 

● スポーツ走行規定改定のご案内  

・スポーツ走行のクラス区分が変更されます。 

①4TN クラスに基準タイムを設け、基準タイムより速いペースで走行するクラス（4TN-A）と基準タイム

より遅いペースで走行するクラス（4TN-B）を新設いたします。 

※これまでの 4TN クラスは混走クラス（基準タイムなし）として継続いたします。 

※基準タイムによるクラス分けを行うため、4E クラスは廃止となります。これまで 4E クラスをご利用さ

れていた方は 4TN-B クラスをご利用ください。 

②これまで基準タイムでクラス分けを行っていた 2R クラスと 2P クラスに排気量によるクラス分けを追

加いたします。 

排気量 401cc 以上で基準タイム（ラップタイム 2 分 10 秒）より速いペースで走行する 2B-A クラス 

排気量 401cc 以上で基準タイム（ラップタイム 2 分 10 秒）より遅いペースで走行する 2B-B クラス 

排気量 400cc 以下の車両で走行する 2S クラス 

排気量 401cc以上であれば基準タイムに関係なく走行できる 2Bクラス(2B-A クラスと 2B-Bクラスの混

走クラス) 

※これまでの 2SP クラスは 2B クラスと 2S クラスの混走クラスとして継続いたします。 

【2022 年 3月 31 日まで】 

・4 輪スポーツ走行クラス区分 

4F フォーミュラカーおよび VITA で走行するクラス 

4TN ツーリングカーおよびナンバー付き登録車両で走行するクラス 

4E 
ナンバー付き登録車両でオートポリスサーキットライセンス新規入会者および 

サーキット走行経験の少ない方が走行するクラス 



                     

4SP 4F クラスと 4TN クラスの混走クラス 

KSP カートで走行するクラス 

・2 輪スポーツ走行クラス区分 

2R ラップタイムが 2 分 10 秒より速いペースで走行するクラス 

2P ラップタイムが 2 分 10 秒より遅いペースで走行するクラス 

2SP 2R クラスと 2P クラスの混走クラス 

 

【2022 年 4月 1 日より】 

・4 輪スポーツ走行クラス区分 

4F フォーミュラカーおよび VITA で走行するクラス 

4TN-A 
ツーリングカーおよびナンバー付き登録車両で、ラップタイム 2 分 30 秒より速いペースで走

行するクラス 

4TN-B 
ツーリングカーおよびナンバー付き登録車両で、ラップタイム 2 分 30 秒より遅いペースで走

行するクラス 

4TN ツーリングカーおよびナンバー付き登録車両で走行するクラス 

4ALL 4F クラスと 4TN クラスの混走クラス 

KSP カートで走行するクラス 

・2 輪スポーツ走行クラス区分 

2B-A  排気量が 401cc 以上でラップタイムが 2 分 10 秒より速いペースで走行するクラス 

2B-B 排気量が 401cc 以上でラップタイムが 2 分 10 秒より遅いペースで走行するクラス 

2B 2B-A クラスと 2B-B クラスの混走クラス 

2S 排気量が 400cc 以下の車両が走行するクラス 



                     

2ALL 2B クラスと 2S クラスの混走クラス 

 

・ナンバー付き登録車両クラス（4N）の車両規定と装備品規定が変更されます。 

これまで 4 点式シートベルトとレーシングスーツ、レーシンググローブの装着が必須でしたが、2022 年

4 月 1 日より 3 点式シートベルトと長袖、長ズボンでの走行が可能となります。 

※ツーリングカー（4T）の車両規則、装備品規則に変更はございません。 

 

・2 輪と 4 輪の同日開催日程が削減されます。 

これまで２輪スポーツ走行と４輪スポーツ走行を同じ日に開催しておりましたが、2022 年 4 月 1 日より

２輪スポーツ走行と４輪スポーツ走行は原則として別日に開催いたします。 

 

● スポーツ走行 新規サービスのご案内  

・スポーツ走行開催時に計測サービスを開始します。 

希望される方はコントロールタワー１階受付で計測器の有料貸出を行います。 

計測器貸出料金は 1 日 2,200 円（税込）となります。 

また、Mylaps 社製の計測器（マイポンダー）をお持ちの方は無料で計測をすることが可能となります。 

Mylaps 社製のアプリ、Speedhive をご利用いただくことで計測結果を確認することができます。 

※紙媒体で結果表をお渡しすることはございません。Mylaps 社製のアプリ、Speedhive でご確認くださ

い。 

※2022 年 4 月 1 日より開始予定となります。 

※speedhive については Mylaps speedhive ホームページをご確認ください。 

https://speedhive.mylaps.com/ja/Practice/797742094/Activity 

 

・オートポリスでMylaps 社製計測器（マイポンダー）の販売を開始いたします。 

ご希望のお客様はコントロールタワー１階受付でご購入ください。 

【販売価格】  

 1 年間利用（1 Year Subscriptopn）          17,315 円（税込） 

 2 年間利用（2 Year Subscriptopn）  23,426 円（税込） 

 5 年間利用（5 Year Subscriptopn）  40,741 円（税込） 

 買取（No Subscriptopn）  62,000 円（税込） 

 

https://speedhive.mylaps.com/ja/Practice/797742094/Activity


                     

※Mylaps 社製計測器（マイポンダー）については Mylaps ホームページをご確認ください。 

https://speedhiveshop.mylaps.com/catalog/product/view/id/633/s/car-tr2-transponder/categor

y/3/ 

  

●  会員区分／入会資格 改定のご案内  

・サーキットライセンス区分と入会資格が変更となります。 

①これまでライセンス区分は１つでしたが、2022 年度以降は「2 輪会員」「4 輪会員」「共通会員」の 3

区分に変更となります。 

※2021 年度までに入会されていた方は「共通会員」となります。 

※共通会員は 2 輪/4 輪のどちらもご利用いただける会員区分となります。 

②2 輪会員の入会資格は「普通自動二輪免許所持」または「MFJ ロードレースジュニアライセンス以上所

持」となります。 

4 輪会員の入会資格は「普通自動免許以上所持」または「JAF 国内限定 A 級ライセンス以上所持」 

および「16 歳以上で全日本カートレース 6 位以上の入賞実績」となります。（FP3 クラスを除く） 

共通会員は 2 輪会員、4 輪会員のどちらの入会資格も満たしていることとなります。 

   

● 会社概要  

  

会社名：株式会社オートポリス 

所在地：大分県日田市上津江町上野田 1112-8 （インターナショナルレーシングコース） 

   ：大分県竹田市直入町大字上田北字浦原 510-15 （SPA 直入コース） 

代表取締役：永原 健司 

設立：2005 年 3 月 1 日 

 

株式会社オートポリス公式 WEB サイト 

URL：https://autopolis.jp/ 

株式会社オートポリス公式 SNS アカウント 

Twitter：https://twitter.com/autopolis2005 

Twitter：https://twitter.com/spa_naoiri 

インターナショナルレーシングコース SPA 直入コース 

https://speedhiveshop.mylaps.com/catalog/product/view/id/633/s/car-tr2-transponder/category/3/
https://speedhiveshop.mylaps.com/catalog/product/view/id/633/s/car-tr2-transponder/category/3/


                     

Facebook：https://www.facebook.com/autopolis 

Facebook：https://www.facebook.com/spanaoiri 

YouTube：https://www.youtube.com/user/autopolis2005 

Instagram：https://www.instagram.com/autopolis_jp/ 

 

本件に関するお問い合わせ先 

株式会社オートポリス 

営業部 加藤、藤澤 

TEL 0973-55-1111 

E-mail apinfo_loge@autopolis.jp 


