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カートライセンス発給規定（新旧対照表）
※本規定は

年

月

日より施行となります。
改正（

第

条〜〜第

条

年

※下線部分：変更箇所

月〜）

（略）

第

現行規定
第
第

条 カートドライバーライセンスの新規申請
．新たにドライバーライセンスを取得しようとする者は、
次の条件のいずれか つを満たさなければならない。
身体の障害のある者は、ライセンスを取得する適性につ
いてＪＡＦの審査を受け、承認を得なければならない。
）クローズド競技参加等によるもの：
ＪＡＦ登録カートクラブ・団体が開催するクローズ
ド競技会に 回以上出場した者、または、ＪＡＦ公認
カートコースにおけるスポーツ走行の経験時間が 時
間以上あり、その証明を有する者は、カート国内Ｂラ
イセンス／ジュニアＢライセンスを申請することがで
きる。
ただし申請の際に当該主催カートクラブ・団体の代
表者の証明を必要とする。
）〜 ． （略）

第

条 年令制限の解除による更新
年令制限の解除によりライセンスを更新するときは、次の
通りとする。ただし、旧ライセンスは直ちにＪＡＦへ返納し
なければならない。
．ジュニアＢからカート国内Ｂへ、ジュニアＡからカート
国内Ａへは、当該年に 歳の誕生日を迎える場合、 月以
降に発給することができる。
なお、ジュニアＢおよびＡドライバーライセンスは1
5
歳
に達した年の年末まで有効であるが、15
歳に達し一般ライ
センスを取得した場合は、その時点からジュニアライセン
スは無効となる。
．国際Ｃジュニアから国際Ｃリストリクティッドへは、当
該年に 歳の誕生日を迎える場合、 月以降に発給するこ
とができる。
なお、国際Ｃジュニアドライバーライセンスは1
4
歳に達
した年の年末まで有効である。
．国際Ｃリストリクティッド（または国際Ｃジュニア）か

第

条〜第

条 ドライバーライセンスの年齢別発給
ライセンスの種別により次の通り発給年齢を区分する。
ライセンスの発給申請を行う際には、年齢（生年月日）を
証明できる公的機関が発行する書類を提示すること。
．ジュニアＢライセンスは、 歳（ 歳の誕生日を迎える
当該年）から 歳未満の者に発給する。
．ジュニアＡライセンスは、 歳（ 歳の誕生日を迎える
当該年）から満 歳未満の者に発給する。
．国際Ｃジュニアライセンスは、 歳（ 歳の誕生日を迎
える当該年）から 歳未満の者に発給する。
．国際Ｃリストリクティッドライセンスは、 歳（ 歳の
誕生日を迎える当該年）から 歳未満の者に発給する。
．カート国際Ａ、Ｂ、Ｃセニアライセンスおよびカート国
内Ａ、Ｂライセンスは、 歳（ 歳の誕生日を迎える当該
年）以上の者に発給する。

第

第

［公示No.
2017ー K012］

条

（略）

条 ドライバーライセンスの年齢別発給
ライセンスの種別により次の通り発給年齢を区分する。
ライセンスの発給申請を行う際には、年齢（生年月日）を
証明できる公的機関が発行する書類を提示すること。
．ジュニアＢライセンスは、 歳（ 歳の誕生日を迎える
当該年）から 歳未満の者に発給する。
．ジュニアＡライセンスは、 歳（ 歳の誕生日を迎える
当該年）から満 歳未満の者に発給する。
．ジュニア国際ライセンスは、 歳（ 歳の誕生日を迎え
る当該年）から 歳未満の者に発給する。

．カート国際Ａ、Ｂ、Ｃライセンスおよびカート国内Ａ、
Ｂライセンスは、 歳（ 歳の誕生日を迎える当該年）以
上の者に発給する。
条 カートドライバーライセンスの新規申請
．新たにドライバーライセンスを取得しようとする者は、
次の条件のいずれか つを満たさなければならない。
身体の障害のある者は、ライセンスを取得する適性につ
いてＪＡＦの審査を受け、承認を得なければならない。
）クローズド競技参加によるもの：
ＪＡＦ登録カートクラブ・団体が開催するクローズ
ド競技会に 回以上出場した者は、カート国内Ｂライ
センス／ジュニアＢライセンスを申請することができ
る。
ただし申請の際に当該主催カートクラブ・団体の代
表者の証明を必要とする。

）〜

． （略）

条 年令制限の解除による更新
年令制限の解除によりライセンスを更新するときは、次の
通りとする。ただし、旧ライセンスは直ちにＪＡＦへ返納し
なければならない。
．ジュニアＢからカート国内Ｂへ、ジュニアＡからカート
国内Ａへは、当該年に 歳の誕生日を迎える場合、 月以
降に発給することができる。
．ジュニア国際からカート国際Ｃへは、当該年に 歳の誕
生日を迎える場合、 月以降に発給することができる。
．ジュニアドライバーライセンスは1
5
歳に達した年の年末
まで有効である。ただし、1
5
歳に達し一般ライセンスを取
得した場合は、その時点からジュニアライセンスは無効と
なる。
．更新申請は所定の書式により行なう。
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らカート国際Ｃセニアへは、当該年に 歳の誕生日を迎え
る場合、 月以降に発給することができる。
なお、国際Ｃリストリクティッドドライバーライセンス
は1
5
歳に達した年の年末まで有効である。
．更新申請は所定の書式により行なう。
第

46

条 カートドライバーライセンスの上級申請
． （略）
．カート国内Ａ（またはジュニアＡ）からカート国際Ｃセ
ニアへの申請：
）カート国内Ａ（またはジュニアＡ）ライセンス取得後、
申請前2
4
ヶ月以内に格式制限付の競技会に 回以上出場
した者。または、格式準国内の競技会に 回以上もしく
は、全日本選手権の競技会に 回以上出場した者。なお
格式制限付と準国内を組合せる場合は合計で 回以上と
する。
）カート国内Ａ（またはジュニアＡ）ライセンス所持者
で、カート国際Ｃセニアライセンス講習会を受講し合格
した者。
※「出場」の定義は、申請者の出場した競技においてタイ
ムトライアル、予選ヒート、敗者復活レース、プレファ
イナル、ファイナル（決勝レース）のいずれかに出走し
たことをいう。
）カート国内Ａ（またはジュニアＡ）ライセンス所持者
で、公認カートクラブ代表者の推薦を受け、ＪＡＦで審
査を受け承認された者。
．ジュニアＡから国際Ｃジュニア（または国際Ｃリストリ
クティッド）への申請：
ＣＩＫ−ＦＩＡ国際カート規則「国際カートドライバー
ライセンスおよびドライブ行為の規律」に従うものとし、
以下の通りとする。
）ジュニアＡライセンス取得後、申請前2
4
ヶ月以内に格
式制限付の競技会に 回以上出場した者。または、格式
準国内の競技会に 回以上もしくは、ジュニア選手権の
競技会に 回以上出場した者。なお格式制限付と準国内
を組合せる場合は合計で 回以上とする。
）ジュニアＡライセンス所持者で、カート国際Ｃセニア
（国際Ｃリストリクティッド／国際Ｃジュニア）ライセ
ンス講習会を受講し合格した者。
※「出場」の定義は、申請者の出場した競技においてタイ
ムトライアル、予選ヒート、敗者復活レース、プレファ
イナル、ファイナル（決勝レース）のいずれかに出走し
たことをいう。
）ジュニアＡライセンス所持者で、公認カートクラブ代
表者の推薦を受け、ＪＡＦで審査を受け承認された者。
．カート国際Ｂライセンスの取得について：
ＣＩＫ−ＦＩＡ国際カート規則「国際カートドライバー
ライセンスおよびドライブ行為の規律」に従うものとする。
ただし、国際カート規則「国際カートドライバーライセ
ンスおよびドライブ行為の規律」の条件を満たさない者で
も、カート国際Ｃセニア（または国際Ｃリストリクティッ
ドまたは国際Ｃジュニア）ライセンス所持者で、以下を満
たした者はカート国際Ｂライセンスを取得することができ
る。
）カート国際Ｂライセンス講習会を受講し合格した者。
）公認クラブ代表者の推薦を受け、ＪＡＦで審査を受け
承認された者。
．カート国際Ａライセンスの取得について：
ＣＩＫ−ＦＩＡ国際カート規則「国際カートドライバー
ライセンスおよびドライブ行為の規律」に従うものとする。
．上級申請によりライセンスを取得しようとする者は、所
定の書式に次のものを添え、申請者の住所（準加盟／加盟
／公認カートクラブおよび加盟／公認カートコース団体が
代行するときはその所在地）を管轄するＪＡＦの地方本部
または支部へ申請するものとする。
）本人の写真 枚 ：上半身、脱帽、大きさ × c
mの
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第

条 カートドライバーライセンスの上級申請
． （略）
．カート国内Ａ（またはジュニアＡ）からカート国際Ｃな
らびにジュニアＡからジュニア国際への申請：
）カート国内Ａ（またはジュニアＡ）ライセンス取得後、
申請前2
4
ヶ月以内に格式準国内の競技会に 回以上出場
した者。または、格式国内の競技会に 回以上もしくは、
全日本選手権の競技会に 回以上出場した者。なお格式
準国内と国内を組合せる場合は合計で 回以上とする。
）カート国内Ａ（またはジュニアＡ）ライセンス所持者
で、カート国際Ｃ（ジュニア国際）ライセンス講習会を
受講し合格した者。
※「出場」の定義は、申請者の出場した競技においてタイ
ムトライアル、予選ヒート、敗者復活レース、プレファ
イナル、ファイナル（決勝レース）のいずれかに出走し
たことをいう。
）カート国内Ａ（またはジュニアＡ）ライセンス所持者
で、公認カートクラブ代表者の推薦を受け、ＪＡＦで審
査を受け承認された者。

．カート国際Ｂライセンスの取得について：
ＣＩＫ−ＦＩＡ国際カート規則「国際カートドライバー
ライセンスおよびドライブ行為の規律」に従うものとする。
ただし、国際カート規則「国際カートドライバーライセ
ンスおよびドライブ行為の規律」の条件を満たさない者で
も、カート国際Ｃ（またはジュニア国際）ライセンス所持
者で、以下を満たした者はカート国際Ｂライセンスを取得
することができる。
）カート国際Ｂライセンス講習会を受講し合格した者。
）公認クラブ代表者の推薦を受け、ＪＡＦで審査を受け
承認された者。
．カート国際Ａライセンスの取得について：
ＣＩＫ−ＦＩＡ国際カート規則「国際カートドライバー
ライセンスおよびドライブ行為の規律」に従うものとする。
．上級申請によりライセンスを取得しようとする者は、所
定の書式に次のものを添え、申請者の住所（準加盟／加盟
／公認カートクラブおよび加盟／公認カートコース団体が
代行するときはその所在地）を管轄するＪＡＦの地方本部
または支部へ申請するものとする。
）本人の写真 枚 ：上半身、脱帽、大きさ × c
mの

もの。
）競技会記録カード：所定の書式により、ＪＡＦ公認競
技会に出場のつど、当該競技会の事務局長の証印を受け、
規定回数を満たしたもの。
）旧ライセンス
：年度内上級の場合は、現有ライセ
ンス
以下 （略）

もの。
）競技会記録カード：所定の書式により、ＪＡＦ公認競
技会に出場のつど、当該競技会の事務局長の証印を受け、
規定回数を満たしたもの。
）旧ライセンス
：年度内上級の場合は、現有ライセ
ンス
以下 （略）

カートドライバーライセンス講習会規定 一部改正（新旧対照表）
※本規定は

年

月

日より施行となります。
改正（

条

年

［公示No.
2017ー K013］

※下線部分：変更箇所

月〜）

現行規定

第

条〜第

（略）

第

条 受講者および受講料
．カート国内Ｂ講習会
） 歳（ 歳の誕生日を迎える当該年）から 歳未満の者
は、カートジュニアライセンスを取得するため受講する
ことができる。
歳（ 歳の誕生日を迎える当該年）から 歳の受講者
は、親権者／保護者と共に講習会を受講しなければなら
ない。なお、受講者は公的な書類等により年齢を証明し
なければならない。
以下 （略）

JAFカートカレンダー （6〜8月）

第

条〜第

条

（略）

第

条 受講者および受講料
．カート国内Ｂ講習会
） 歳（ 歳の誕生日を迎える当該年）から 歳未満の者
は、カートジュニアライセンスを取得するため受講する
ことができる。
歳（ 歳の誕生日を迎える当該年）および 歳の受講
者は、親権者／保護者と共に講習会を受講しなければな
らない。なお、受講者は公的な書類等により年齢を証明
しなければならない。
以下 （略）

格式A−国際／B−準国際／C−国内／D−準国内／E−制限付
●太字は全日本選手権、世界選手権、国際競技及びそれに準ずる競技会・下線付き細字は地方選手権
●このカレンダーは4月17日までに本部にて受付したものです。

6(JUNE)
開催日

6月

競技会名

オーガナイザー／電話番号

3日 2017年オートバックス全日本カート選手権OK部門 T.
KBF
（0488748041）
〜4日 第3
・4戦

SPH
（0495729611）

格式

競技車両

C

OK

開催場所

本庄サーキット

C

FS125

2017年全日本カート選手権FS125部門東地域第

D

FP3,
FS125

2戦

D

FPJ
r
,
FPJ
r
Cadet
s

D

FC2
リブレ

D

FC2
リブレ

E

FS125

スポーツランドSUGO西コース

D

FS125

フェスティカサーキット瑞浪

E

FS125

E

FC2
リブレ

2017年地方カート選手権FP3部門/
FS125部門
東地域第2戦
2017年 ジ ュニ ア カート 選 手 権FPJ
r
部 門/
FPJ
r
Cadet
s
部門東地域第2戦
4日 2017WAKO'
SスーパーカートVI
CI
C地方選手権

VI
CI
C
（0465834703）

筑波サーキットシリーズ第2戦
11日 2017TOYOPETSL
カートミーティング SUGOカー SSC
（0224833116）

筑波サーキット

トレースシリーズ第3戦
11日 2017ROTAXMAXCHALLENGESERI
ESRd.
3 フェスティカサーキット
（0282251500）
24日 2017WAKO'
Sスーパーカート 富士スピードウェイ VI
CI
C
（0465834703）

富士スピードウェイ

シリーズ第2戦
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