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２０１７年日本選手権カレンダーについて 

ＪＡＦモータースポーツ審議会の審議結果に基づき、２０１７年日本選手権カレンダーを決定しま

したので、下記の通りお知らせします。

記
（ページ）

１．２０１７年全日本レース選手権カレンダー

全日本スーパーフォーミュラ選手権･･････････････････････････････ １

全日本フォーミュラ３選手権････････････････････････････････････ ２

２．２０１７年地方レース選手権カレンダー

          フォーミュラ４･････････････････････････････････････････････････３

FIA－F４･･････････････････････････････････････････････････････４

スーパーＦＪ･･･････････････････････････････････････････････････５

ツーリングカー･････････････････････････････････････････････････９

３．２０１７年全日本ラリー選手権カレンダー････････････････････････････････････････１０

４．２０１７年地方ラリー選手権カレンダー･･････････････････････････････････････････１１

５．２０１７年全日本ジムカーナ選手権カレンダー（含：JAF ｶｯﾌﾟ／再掲）･････････････１４

６．２０１７年全日本ダートトライアル選手権カレンダー（含：JAF ｶｯﾌﾟ／再掲）･･･････１５

７．２０１７年地方ジムカーナ選手権カレンダー･･････････････････････････････････････１６

８．２０１７年地方ダートトライアル選手権カレンダー････････････････････････････････２４

９．２０１７年地方サーキットトライアル選手権カレンダー････････････････････････････３２

10．２０１７年日本カート選手権カレンダー

全日本カート選手権････････････････････････････････････････････３３

地方カート選手権･･････････････････････････････････････････････３４

ジュニアカート選手権･･････････････････････････････････････････３８

〒105-0012 東京都港区芝大門１－１－３０ 日本自動車会館１０階 
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２０１７年全日本カート選手権カレンダー一覧 

１）ＯＫ部門 

No 開催日 競技会名称 オーガナイザー 開催場所

1 ４月２２日～２３日 全日本カート選手権 

ＯＫ部門 第１戦／第２戦 

菅生スポーツクラブ  スポーツランドSUGO

西コース 

2 ６月３日～４日 全日本カート選手権 

ＯＫ部門 第３戦／第４戦 

チームケービーエフ 

有限会社セーフティーパーク本庄 

本庄サーキット 

3 ８月１９日～２０日 全日本カート選手権 

ＯＫ部門 第５戦／第６戦 

株式会社フェスティカ ﾌｪｽﾃｨｶｻｰｷｯﾄ瑞浪 

4 ９月２３日～２４日 全日本カート選手権 

ＯＫ部門 第７戦／第８戦 

株式会社モビリティランド ツインリンクもてぎ

北ショートコース

5 １１月４日～５日 全日本カート選手権 

ＯＫ部門 第９戦／第１０戦 

鈴鹿モータースポーツクラブ 鈴鹿サーキット 

国際南コース

２）ＦＳ－１２５部門 

①東地域 

No 開催日 競技会名称 オーガナイザー 開催場所

1 ４月２２日～２３日 全日本カート選手権 

FS-125部門 東地域 第１戦

菅生スポーツクラブ  スポーツランドSUGO

西コース 

2 ６月３日～４日 全日本カート選手権 

FS-125部門 東地域 第２戦

チームケービーエフ 

有限会社セーフティーパーク本庄 

本庄サーキット 

3 ７月１日～２日 全日本カート選手権 

FS-125部門 東地域 第３戦

有限会社茂原ツインサーキット 茂原ツインサーキット

東コース 

4 ７月２９日～３０日 全日本カート選手権 

FS-125部門 東地域 第４戦

レーシングチームあかつき カートソレイユ最上

川 

5 ９月２３日～２４日 全日本カート選手権 

FS-125部門 東地域 第５戦

株式会社モビリティランド ツインリンクもてぎ

北ショートコース 

②西地域 

No 開催日 競技会名称 オーガナイザー 開催場所

1 ３月２５日～２６日 全日本カート選手権 

FS-125部門 西地域 第１戦

株式会社琵琶湖スポーツランド 琵琶湖スポーツランド

2 ５月２０日～２１日 全日本カート選手権 

FS-125部門 西地域 第２戦

株式会社山陽スポーツランド 中山カートウェイ 

3 ７月１５日～１６日 全日本カート選手権 

FS-125部門 西地域 第３戦

株式会社琵琶湖スポーツランド

有限会社ナガオカート 

神戸スポーツサーキッ

ト 

4 ８月１９日～２０日 全日本カート選手権 

FS-125部門 西地域 第４戦

株式会社フェスティカ フェスティカサーキッ

ト 

瑞浪 

5 ９月３０日～ 

     １０月１日 

全日本カート選手権 

FS-125部門 西地域 第５戦

株式会社琵琶湖スポーツランド 琵琶湖スポーツランド

③東西統一 

No 開催日 競技会名称 オーガナイザー 開催場所

1 １１月４日～５日 全日本カート選手権 

FS-125部門 東西統一競技会 

鈴鹿モータースポーツクラブ 鈴鹿サーキット 

 国際南コース 
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２０１７年地方カート選手権カレンダー一覧 

１）ＦＰ－３部門（全日本併催） 

①東地域 

No 開催日 競技会名称 オーガナイザー 開催場所

1 ４月２２日～２３日 地方カート選手権 

FP-3部門 東地域 第１戦

菅生スポーツクラブ  スポーツランドSUGO 

西コース 

2 ６月３日～４日 地方カート選手権 

FP-3部門 東地域 第２戦

チームケービーエフ 

有限会社セーフティーパーク本庄

本庄サーキット 

3 ７月１日～２日 地方カート選手権 

FP-3部門 東地域 第３戦

有限会社茂原ツインサーキット 茂原ツインサーキット 

東コース

4 ７月２９日～３０日 地方カート選手権 

FP-3部門 東地域 第４戦

レーシングチームあかつき カートソレイユ最上川 

5 ９月２３日～２４日 地方カート選手権 

FP-3部門 東地域 第５戦

株式会社モビリティランド ツインリンクもてぎ 

北ショートコース

②西地域 

No 開催日 競技会名称 オーガナイザー 開催場所

1 ３月２５日～２６日 地方カート選手権 

FP-3部門 西地域 第１戦

株式会社琵琶湖スポーツランド 琵琶湖スポーツランド

2 ５月２０日～２１日 地方カート選手権 

FP-3部門 西地域 第２戦

株式会社山陽スポーツランド 中山カートウェイ 

3 ７月１５日～１６日 地方カート選手権 

FP-3部門 西地域 第３戦

株式会社琵琶湖スポーツランド 

有限会社ナガオカート 

神戸スポーツサーキッ

ト 

4 ８月１９日～２０日 地方カート選手権 

FP-3部門 西地域 第４戦

株式会社フェスティカ フェスティカサーキッ

ト瑞浪 

5 ９月３０日～ 

     １０月１日

地方カート選手権 

FP-3部門 西地域 第５戦

株式会社琵琶湖スポーツランド 琵琶湖スポーツランド
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２）ＦＳ－１２５部門（全日本併催） 

①東地域 

No 開催日 競技会名称 オーガナイザー 開催場所

1 ４月２２日～２３日 地方カート選手権 

FS-125部門 東地域 第１戦

菅生スポーツクラブ  スポーツランドSUGO 

西コース 

2 ６月３日～４日 地方カート選手権 

FS-125部門 東地域 第２戦

チームケービーエフ 

有限会社セーフティーパーク本庄 

本庄サーキット 

3 ７月１日～２日 地方カート選手権 

FS-125部門 東地域 第３戦

有限会社茂原ツインサーキット 茂原ツインサーキット 

東コース 

4 ７月２９日～３０日 地方カート選手権 

FS-125部門 東地域 第４戦

レーシングチームあかつき カートソレイユ最上川 

5 ９月２３日～２４日 地方カート選手権 

FS-125部門 東地域 第５戦

株式会社モビリティランド ツインリンクもてぎ 

北ショートコース 

②西地域 

No 開催日 競技会名称 オーガナイザー 開催場所

1 ３月２５日～２６日 地方カート選手権 

FS-125部門 西地域 第１戦

株式会社琵琶湖スポーツランド 琵琶湖スポーツランド

2 ５月２０日～２１日 地方カート選手権 

FS-125部門 西地域 第２戦

株式会社山陽スポーツランド 中山カートウェイ 

3 ７月１５日～１６日 地方カート選手権 

FS-125部門 西地域 第３戦

株式会社琵琶湖スポーツランド 

有限会社ナガオカート 

神戸スポーツサーキッ

ト 

4 ８月１９日～２０日 地方カート選手権 

FS-125部門 西地域 第４戦

株式会社フェスティカ フェスティカサーキッ

ト瑞浪 

5 ９月３０日～ 

     １０月１日

地方カート選手権 

FS-125部門 西地域 第５戦

株式会社琵琶湖スポーツランド 琵琶湖スポーツランド
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３）筑波サーキットシリーズ 

① ＦＣ－２リブレ（ＳＫ２） 

No 開催日 競技会名称 オーガナイザー 開催場所

1 ３月１８日～１９日 スーパーカートＶＩＣＩＣ地方選手権 

筑波サーキットシリーズ 第１戦 

ビクトリーサークルクラブ 筑波サーキット 

2 ６月４日 スーパーカートＶＩＣＩＣ地方選手権 

筑波サーキットシリーズ 第２戦 

ビクトリーサークルクラブ 筑波サーキット 

3 ８月２６日～２７日 スーパーカートＶＩＣＩＣ地方選手権 

筑波サーキットシリーズ 第３戦 

ビクトリーサークルクラブ 筑波サーキット 

4 １１月４日～５日 スーパーカートＶＩＣＩＣ地方選手権 

筑波サーキットシリーズ 第４戦 

ビクトリーサークルクラブ 筑波サーキット 

② ＦＣ－２リブレ（ＳＫ４） 

No 開催日 競技会名称 オーガナイザー 開催場所

1 ３月１８日～１９日 スーパーカートＶＩＣＩＣ地方選手権 

筑波サーキットシリーズ 第１戦 

ビクトリーサークルクラブ 筑波サーキット 

2 ６月４日 スーパーカートＶＩＣＩＣ地方選手権 

筑波サーキットシリーズ 第２戦 

ビクトリーサークルクラブ 筑波サーキット 

3 ８月２６日～２７日 スーパーカートＶＩＣＩＣ地方選手権 

筑波サーキットシリーズ 第３戦 

ビクトリーサークルクラブ 筑波サーキット 

4 １１月４日～５日 スーパーカートＶＩＣＩＣ地方選手権 

筑波サーキットシリーズ 第４戦 

ビクトリーサークルクラブ 筑波サーキット 
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４）岡山国際サーキットシリーズ 

① ＦＣ－２リブレ（ＳＫ２） 

No 開催日 競技会名称 オーガナイザー 開催場所

1 ３月４日～５日 スーパーカートＶＩＣＩＣ地方選手権

岡山国際サーキットシリーズ 第１戦 

ビクトリーサークルクラブ 岡山国際サーキット

2 ４月２２日～２３日 スーパーカートＶＩＣＩＣ地方選手権

岡山国際サーキットシリーズ 第２戦 

ビクトリーサークルクラブ 岡山国際サーキット

3 ７月１日～２日 スーパーカートＶＩＣＩＣ地方選手権

岡山国際サーキットシリーズ 第３戦 

ビクトリーサークルクラブ 岡山国際サーキット

4 ８月１９日～２０日 スーパーカートＶＩＣＩＣ地方選手権

岡山国際サーキットシリーズ 第４戦 

ビクトリーサークルクラブ 岡山国際サーキット

5 ９月２３日～２４日 スーパーカートＶＩＣＩＣ地方選手権

岡山国際サーキットシリーズ 第５戦 

ビクトリーサークルクラブ 岡山国際サーキット

6 １１月２５日～ 

２６日 

スーパーカートＶＩＣＩＣ地方選手権

岡山国際サーキットシリーズ 第６戦 

ビクトリーサークルクラブ 岡山国際サーキット

② ＦＣ－２リブレ（ＳＫ３） 

No 開催日 競技会名称 オーガナイザー 開催場所

1 ３月４日～５日 スーパーカートＶＩＣＩＣ地方選手権

岡山国際サーキットシリーズ 第１戦

ビクトリーサークルクラブ 岡山国際サーキット

2 ４月２２日～２３日 スーパーカートＶＩＣＩＣ地方選手権

岡山国際サーキットシリーズ 第２戦

ビクトリーサークルクラブ 岡山国際サーキット

3 ７月１日～２日 スーパーカートＶＩＣＩＣ地方選手権

岡山国際サーキットシリーズ 第３戦

ビクトリーサークルクラブ 岡山国際サーキット

4 ８月１９日～２０日 スーパーカートＶＩＣＩＣ地方選手権

岡山国際サーキットシリーズ 第４戦

ビクトリーサークルクラブ 岡山国際サーキット

5 ９月２３日～２４日 スーパーカートＶＩＣＩＣ地方選手権

岡山国際サーキットシリーズ 第５戦

ビクトリーサークルクラブ 岡山国際サーキット

6 １１月２５日～ 

２６日 

スーパーカートＶＩＣＩＣ地方選手権

岡山国際サーキットシリーズ 第６戦

ビクトリーサークルクラブ 岡山国際サーキット

③ ＦＣ－２リブレ（ＳＫ４） 

No 開催日 競技会名称 オーガナイザー 開催場所

1 ３月４日～５日 スーパーカートＶＩＣＩＣ地方選手権 

岡山国際サーキットシリーズ 第１戦 

ビクトリーサークルクラブ 岡山国際サーキット

2 ４月２２日～２３日 スーパーカートＶＩＣＩＣ地方選手権 

岡山国際サーキットシリーズ 第２戦 

ビクトリーサークルクラブ 岡山国際サーキット

3 ７月１日～２日 スーパーカートＶＩＣＩＣ地方選手権 

岡山国際サーキットシリーズ 第３戦 

ビクトリーサークルクラブ 岡山国際サーキット

4 ８月１９日～２０日 スーパーカートＶＩＣＩＣ地方選手権 

岡山国際サーキットシリーズ 第４戦 

ビクトリーサークルクラブ 岡山国際サーキット

5 ９月２３日～２４日 スーパーカートＶＩＣＩＣ地方選手権 

岡山国際サーキットシリーズ 第５戦 

ビクトリーサークルクラブ 岡山国際サーキット

6 １１月２５日～ 

２６日

スーパーカートＶＩＣＩＣ地方選手権 

岡山国際サーキットシリーズ 第６戦 

ビクトリーサークルクラブ 岡山国際サーキット



38 

２０１７年ジュニアカート選手権カレンダー一覧 

１）ＦＰ－Ｊｒ部門（全日本併催） 

①東地域 

No 開催日 競技会名称 オーガナイザー 開催場所

1 ４月２２日～２３日 ジュニアカート選手権 

FP-Jr部門 東地域 第１戦 

菅生スポーツクラブ  スポーツランドSUGO 

西コース 

2 ６月３日～４日 ジュニアカート選手権 

FP-Jr部門 東地域 第２戦 

チームケービーエフ 

有限会社セーフティーパーク本庄 

本庄サーキット 

3 ７月１日～２日 ジュニアカート選手権 

FP-Jr部門 東地域 第３戦 

有限会社茂原ツインサーキット 茂原ツインサーキット

東コース

4 ７月２９日～３０日 ジュニアカート選手権 

FP-Jr部門 東地域 第４戦 

レーシングチームあかつき カートソレイユ最上川

5 ９月２３日～２４日 ジュニアカート選手権 

FP-Jr部門 東地域 第５戦 

株式会社モビリティランド ツインリンクもてぎ 

北ショートコース

②西地域 

No 開催日 競技会名称 オーガナイザー 開催場所

1 ３月２５日～２６日 ジュニアカート選手権 

FP-Jr部門 西地域 第１戦 

株式会社琵琶湖スポーツランド 琵琶湖スポーツランド 

2 ５月２０日～２１日 ジュニアカート選手権 

FP-Jr部門 西地域 第２戦 

株式会社山陽スポーツランド 中山カートウェイ 

3 ７月１５日～１６日 ジュニアカート選手権 

FP-Jr部門 西地域 第３戦 

株式会社琵琶湖スポーツランド

有限会社ナガオカート 

神戸スポーツサーキット 

4 ８月１９日～２０日 ジュニアカート選手権 

FP-Jr部門 西地域 第４戦 

株式会社フェスティカ フェスティカサーキット 

瑞浪 

5 ９月３０日～ 

     １０月１日

ジュニアカート選手権 

FP-Jr部門 西地域 第５戦 

株式会社琵琶湖スポーツランド 琵琶湖スポーツランド 

③東西統一

No 開催日 競技会名称 オーガナイザー 開催場所

1 １１月４日～５日 ジュニアカート選手権 

FP-Jr部門 東西統一競技会 

鈴鹿モータースポーツクラブ 鈴鹿サーキット 

国際南コース
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２）ＦＰ－Ｊｒ Ｃａｄｅｔｓ部門（全日本併催） 

①東地域 

No 開催日 競技会名称 オーガナイザー 開催場所

1 ４月２２日～２３

日 

ジュニアカート選手権 

FP-JrCadets部門 東地域 

第１戦 

菅生スポーツクラブ  スポーツランドSUGO 

西コース 

2 ６月３日～４日 ジュニアカート選手権 

FP-JrCadets部門 東地域

第２戦 

チームケービーエフ 

有限会社セーフティーパーク本

庄 

本庄サーキット 

3 ７月１日～２日 ジュニアカート選手権 

FP-JrCadets部門 東地域

第３戦 

有限会社茂原ツインサーキット 茂原ツインサーキット

東コース

4 ７月２９日～３０

日 

ジュニアカート選手権 

FP-JrCadets部門 東地域

第４戦 

レーシングチームあかつき カートソレイユ最上川

5 ９月２３日～２４

日 

ジュニアカート選手権 

FP-JrCadets部門 東地域

第５戦 

株式会社モビリティランド ツインリンクもてぎ 

北ショートコース

②西地域 

No 開催日 競技会名称 オーガナイザー 開催場所

1 ３月２５日～２６日 ジュニアカート選手権 

FP-JrCadets部門 西地域

第１戦 

株式会社琵琶湖スポーツランド 琵琶湖スポーツランド

2 ５月２０日～２１日 ジュニアカート選手権 

FP-JrCadets部門 西地域

第２戦 

株式会社山陽スポーツランド 中山カートウェイ 

3 ７月１５日～１６日 ジュニアカート選手権 

FP-JrCadets部門 西地域

第３戦 

株式会社琵琶湖スポーツランド 

有限会社ナガオカート 

神戸スポーツサーキッ

ト 

4 ８月１９日～２０日 ジュニアカート選手権 

FP-JrCadets部門 西地域

第４戦 

株式会社フェスティカ フェスティカサーキッ

ト瑞浪 

5 ９月３０日～ 

     １０月１日

ジュニアカート選手権 

FP-JrCadets部門 西地域

第５戦 

株式会社琵琶湖スポーツランド 琵琶湖スポーツランド

③東西統一

No 開催日 競技会名称 オーガナイザー 開催場所

1 １１月４日～５日 ジュニアカート選手権 

FP-JrCadets部門  

東西統一競技会 

鈴鹿モータースポーツクラブ 鈴鹿サーキット 

国際南コース


