
２０１５年度弘楽園キッズカート 特別規則書（案） 

第１条 競技会の名称 

2015年度 弘楽園キッズカート 

第２条 競技種目 

第１種競技車両（JAF カート競技車両規則に定めら

れる車両）及び参考車両によるスプリントレース 

第３条 競技会の開催クラスと開催数 

１）KID’S B/ キッズビギナー ４歳以上 

２）KID’S EXP/ キッズエキスパート   ４歳以上 

第１０条 参加資格 

・KID’S EXP  ４歳以上(主催者認定) 

KID’S Bにて優勝者は、次戦よりKID’S EXPにて出走 

・KID’S B ４歳以上（主催者認定者） 

競技出場初心者 

※初心者ドライバーで、あまりにも技術レベルが未熟な

者及び公序良俗を乱す者に対しては、参加を認めな

い場合がある。 KID’S Bのみに出場可能 

ピットクルー：ドライバー１名につき２名までとする。 

第１１条 参加申し込み受付期間 

１）大会開催日３０日前より原則７日前までとする。 

２）参加申し込みは、持参もしくは、現金書留郵便とし、

締め切り日必着とする。 

３）参加申し込み 

カートランド弘楽園まで 

４）参加申し込みは参加料と保険料を添えて、併せて

下記の書類に記入し提出しなければならない。 

（１）参加申込書 

（２）競技会参加に関する誓約書 

（３）車両登録申告書 

第１２条 参加料及び保険料 

ドライバーの参加料（消費税込み）４，５００円（ピッ

トクルー登録料1名分は含む） 

上記料金は保険料を含みます。 

ピットクルー登録料は１名につき下記の通り。 

（２名まで登録可）。１,５００円 

第１３条 参加受理と参加拒否 

１）参加申込者に対して大会事務局より参加受理また

は参加拒否が通知される。 

２）参加を拒否された申込者に対しては、参加料が返還

される。 

３）参加を受理された後、参加を取り消す申込者に対し

て参加料は返還されない。 

第１４条 参加車両 

本特別規則書の技術規定に準拠しているカートで

あること。（別表参照）とする。 

第１７条 公式練習 

「ＪＡＦ国内カート競技規則」カート競技運営に関す

る規則第６章第23条に基づく公式練習を行う。ただし、

ピットアウトしスタートラインを通過する前に本コース

で停止した場合も公式練習に参加したものと認めら

れる。 

第１８条 タイムトライアル 

１）全てのドライバーは、タイムトライアルもしくは５分

間以上の自動計測によるタイムアタックに参加しな

ければならない。タイムトライアルに参加しない場

合は、タイムトライアル失格とし、予選ヒート最後尾

スタートとなる。 

２）出走は先着順とする。 

３）タイムトライアルに際しては、各カートの１ラップの

ウォーミング・アップに続いて１ラップの計測ラップ

を走行する。ただし、ベストラップタイムが同タイム

の場合は、先にタイムトライアルを行った者を優先

する。 

４）タイムトライアルのコースインは、オフィシャルの指

示によるものとし、一度コースインした者は途中で

停止した場合も再トライはできない。 

５）その他の方法で行う場合は、公式通知に示す。 

第１９条 レースの方法 

レースは予選１ヒート、決勝１ヒートとし、決勝ヒート

の結果により最終順位を決定する。 

第２０条 予選ヒート 

１）予選ヒートのグリッドポジションは、タイムトライアル

の結果による。 

２）主催者が決定する１ヒートのグリッド数を超える出

場台数があった場合は、予選を２グループに分け

て予選ヒートを行う。 

３）予選を２グループに分ける場合は、Ａグループをタ

イムトライアル奇数順位、Ｂグループをタイムトライ

アル偶数順位とし、両グループより上位の順に公

式通知に定めた決勝進出者を決める。 

４）予選ヒートの周回数は、７周とし変更のある場合公

式通知に示す。 

第２１条 決勝ヒート 

１）予選ヒートを通過したドライバーのみで行う。 

２）グリッドは予選ヒートの結果順による２列のカートか

らなる。 

３）決勝ヒートの周回数は、１０周とし変更のある場合公

式通知に示す。 

第２２条 スタートの方法 

１）KID’S-EXP,B： 

全てのクラス共に、予選ヒート及び決勝ヒートは、

１周のフォーメーションラップの後、コントロールライ

ンよりスタンディングスタートとする。 

（１）スタートの合図はフラッグで行い、全車一斉にス

タートするものとする。その際、明らかにフライン

グがあった場合、ポイントペナルテイの対象とす

る。その際、ヒートは続行するものとする。 

また、スタート後、先頭の車両が１周し、コント

ロールラインを通過するまでにスタートできない

者は、当該ヒートを出走することはできない。 

ポイントペナルティとして 

・軽いフライングは当該ヒートの着順の3ポジショ

ンダウン。 

・重いフライングは当該ヒート着順に1 周減算。 

・危険な行為は当該レース失格とする。 

（２）フォーメーションラップ： 

フォーメーションラップ中の追い越し及びショート

カットを一切禁止する。 

フォーメーションラップ中にスピンした車両はスタ

ートポジションを最後尾に着かなければならない。

その際の元のポジションは空白とする。 



・フォーメーションラップの方法 

車両を人力でピットより本コースへ搬入する（こ

の間、エンジンは停止状態）。 

決勝スタート時は選手紹介を行う（予選ヒートは

除く）。エンジン始動。 

フォーメーションラップ１周後、コントロールライ

ンを先頭に停車・スタート 

（３）フォーメーションラップ開始後のピットインまたは、

スターター故障、エンジン始動ができない等のト

ラブルの発生した者は、ピットスタートとする。ま

た、それにより空いたグリッドは、空けたままスタ

ートするものとする。 

（４）フォーメーションラップ中に、本コース上に停止し

た車両及びドライバー（上記(３)に示されるドライ

バーを含む）は、ピットに戻り、修理等を行った後、

ピットよりスタートすることができる（オフィシャル

の指示に従うこと） 

（５）ピットスタート 

ピットスタートとは、本コースよりスタートするべ

き車両全てが１コーナーに進入し終えた後、旗

またはシグナルによって、ピットロードコントロー

ルライン上よりスタートすることを言う。 

・スローダウンする者は、片手を高く上げる。 

第２３条 その他競技に関する一般事項 

１）旗の信号については「競技会運営に関する規則」

第13条に従う。 ただし、スタート合図は、主催者の

旗または信号を用いる場合がある。 

２）コースアウトに対するペナルティは競技長の判断

による。 

３）走路審判員が反則または妨害行為とみなした者に

ついては、ペナルティを課す。さらに、その行為が２

回以上に及ぶときは失格とする。 

４）ドライバーサインは次の通りとし、これを怠った者

に対しては、ペナルティが課せられることがある。 

（１）コース上で停止した場合のサインは、両手を頭

上に高く上げる。 

（２）ピットイン・ピットアウトのサインは片手を頭上に

高く上げる。 

（３）ドライバーサインは次の通りとし元のフォーメー

ションラップスタート時のポジションに戻るものと

する。フォーメーションラップに大きく遅れ、競技

長により指示（白地に赤バッテンの表示）された

者及びフォーメーションラップ中にピットインした

者と周回遅れの者は、最後尾に着かなければな

らない。 

（４）スローダウンするドライバーは、片手を高く上げ

る。 

５）公式練習、タイムトライアル及びレース中（フォーメ

ーションラップを含む）コース上で停止した場合は、

他を妨害することなく、再発進できる場合にのみレ

ースに復帰できるものとする。但し、オフィシャルが

手助けする場合は再発進できる。 

６）レース中は、コースを外れてショートカットすること

は認められず、当該行為はコースアウトとみなされ、

ペナルティの対象とする。 

７）公式練習、タイムトライアル及びレース中（フォーメ

ーションラップを含む）にリタイヤしたドライバーは、

自分の車両を速やかに安全な場所に移動し、その

ヒートが終了するまで車両から離れてはならい。ま

た、その際、ヘルメットは着用していること。 

８）競技中の燃料補給は禁止する。 

９）ﾏﾌﾗｰ・ﾉｲｽﾞBOX がはずれた場合は、即座に停止

すること。（走り続けると当刻ヒ―ト失格になる） 

第２４条 レースの終了 

１）完走者：レース着順１位の者がフィニッシュラインを

通過後２分以内に、カートが自力で同ラインを通過

した者は、そのラップが 加算される。完走者となる

ためには、チェッカーに関わらず、規定周回数の２

分の１以上を完走していなければならない。 

２）レースの順位は次の順序により、周回数の多い順

に決定される。 

（１）チェッカーを受けた完走者（規定周回数の２分

の１以上を完了しチェッカーを受けた者） 

（２）チェッカーを受けない完走者（規定周回数の２

分の１以上は走行したが、チェッカーを受けな

かった者） 

（３）不完走者（チェッカーに関わらず、規定周回数

の２分の１以上を完走していない者） 

（４）同周回数の場合は、その周回を先に完了（コン

トロールラインを通過）した者を優先する。ただ

し、共に０周の場合はグリッド順による。 

３）レースは着順によるものとし、計時を行わない場合

がある。 

４）弘楽園キッズカートの成立は、各クラス区分ごと３

台以上の車両が出場しなければならない。３台に

満たない場合は、そのクラス区分のレースは成立し

ない。この場合における出場とは、予選ヒートのス

タートの際に３台以上のカートがコントロールライン

を越えることをいう。 

５）レース（ヒート）周回数の60％以上が消化された場

合、当該レースヒートが成立する。 

第２５条 ピットイン 

ピットインする場合は、ピットロードを徐行しなければ

ならず、かつ必ずピットストップしなければならない。こ

れに違反した場合は当該ヒート失格となる。 

第２６条 ピットでの作業 

ピットは指定された場所を使用しなければならない。

また、ピット内で作業し得る者は、当該クラスに出場し

ているドライバーと、ピットクルーのみとし、ピットクル

ーは指定されたピットゼッケンまたはクレデンシャルを

装着しなければならない。走行中のドライバーに対し

てピットサインを送る場合は、ピットクルー１名に限り、

各自のピットエリヤ内においてのみ表示することがで

きる。レース中、燃料の補給をしてはならない。 

第２７条 ピットクルー 

「カート競技会参加に関する規則」第３章第18条に

基づき、ピットクルーの行為に関する最終的な責任

はエントラントに帰属するが、レース中における場合

は、ドライバーに直接統括の責任が あるものとする。

ピットクルーによる規則違反は当該ドライバーに対

する黒旗の指示となることがある。 

第２８条 ピットおよびパドック内 

１）ピットにおける火気の使用を禁止する。燃料の容

器は、20 リットル以内の金属製の携行缶でなけれ

ばならない。 

２）パドック内での走行はすべて禁止とする。 



３）パドック内での喫煙は指定喫煙所を除き、厳禁と

する。これに違反したピットクルーは本大会から除

外される。 

４）パドック内でのエンジン始動は厳禁とする。これに

違反したピットクルーは本大会から除外される但し、

禁止時間帯を除いて、指定された場所ではこの限

りではない。 

禁止時間帯とはAM８：２０以前、ドライバーズミーテ

ィング中、お昼休み中を指す。 

第２９条 レース中のピットクルー 

レース中、ピットクルーは自己のピットを離れては

ならない。 

第３０条 車両保管 

レース終了後の車両保管及び検査は、次の通り

とする。 

１）入賞車両は、保管及び再車検を行う。保管が解除

になったカートは、エントラントが速やかに引き取ら

なければならない。 

２）保管時間は１５分以上、所定の場所で行われる。 

３）技術委員はスタートした全ての車両に関し、車検を

行う権限を保有するものとする。 

技術委員が検査を行う際は、エントラントもしくは

その代理人が責任を持って車両の分解及び組立

を行わなければならない。ただし、関係役員、エン

トラント及びドライバー以外は車検に立ち会うこと

はできない。 

４）技術委員が行う本条項の検査に応じない場合は

失格とされる。上記に対する違反は、 

競技長によって勧告され、審査委員会によりペ

ナルティが課せられる場合がある。 

第３１条 ペナルティ 

１）ペナルティは次の６種がある。 

（１）警告 

（２）罰金 

（３）タイムペナルティ 

（４）ポイントペナルティ 

（５）ラップペナルティ 

（６）失格 

２）警告は、その必要ありと認められた軽反則に対し

て発せられる。 

３）罰金は、成績に対するペナルティまでに至らない

程度の違反に適用される。 

４）タイムペナルティは、音量測定結果によりタイムト

ライアルに適用される。 

５）ラップペナルティは、失格にならない程度の違反に

適用される。 

６）ポイントペナルティは、失格にならない程度の違反

に対し、予選ヒート及び決勝_レースに与えられる。 

７）失格は下記の反則行為に科せられる。 

（１）違法または不当に得たアドバンテージ。 

（２）故意に自己または他人の安全をかえりみるこ

となく行う危険行為。 

（３）与えられたオフィシャル指示を故意に無視した

際。 

（４）与えられたフラッグサインの無視。 

第３２条 抗議 

本大会における抗議は、一切受け付けない。 

第３３条 成績決定及び賞典 

１）決勝ヒートの順位により決定する。 

２）賞典はドライバーに対して行われる。 

３）賞典内容は下記の通りとする。 

各クラス 優勝～３位 正賞、副賞 

(参加台数による) 

第３４条 得点基準 

シリーズレースとして開催された全６戦の内、開

催大会に関係なく上位５戦の獲得ポインを合計し、

そのポイント合計によりシリーズ順位を決定する。 

各クラス年間エントリー合計が延べ２０台以上で

クラス優勝が決定する。 

１）賞典クラス 

（１）KID’S-EXP キッズエキスパート 

KID’S-B キッズビギナー 

２)賞典内容 

１位～３位 正賞、副賞 

第３５条 得点基準（KID’S-EXPキッズエキスパートのみ） 

本カートレースのドライバーに対して与えられる

得点は、次の得点基準を適用する。 

得点は、決勝レースの完走者にのみ与えられ、

不完走者及び失格者、不出走者には与えられな

い。 

有効ポイントは６戦中５戦とする。 

順位 得点  

第一位 20点  第六位 6点 

第二位 15点  第七位 4点 

第三位 12点  第八位 3点 

第四位 10点  第九位 2点 

第五位  8点  第十位 1点 

ポイントは10位までに与えられる 

■シリーズチャンピオンの認定 

（KID’S-EXPキッズエキスパートのみ） 

弘楽園キッズカートシリーズは、上記第35 条

の得点基準により最高得点者を当該部門のシリ

ーズチャンピオンとして認定する。複数のドライ

バーが同一の得点を得た場合は、各ドライバー

が得た上位の回数が多い順(１位の数、２位の数、

３位の数、以下これに準ずる)に決定される。 

順位と回数も同位置の場合、最終戦の結果に

よる。（最終戦に参加していない場合はポイント

取得の早い者とする。） 

第３６条 広告 

１）ナンバープレートに広告を表示することは認めな

い。 

２）オーガナイザーは、下記のものに対して抹消する

権限を有し、オーガナイザーが認めたスポンサー

のロゴステッカーの表示は、ドライバーはこれを拒

否することはできない。 

（１）公序良俗に反するもの。 

（２）政治・宗教に関連したもの。 

（３）本大会に関係するスポンサーと競合するも

の。 

第３７条 損害の補償 

１）参加者は参加車両及びその付属品並びにコース

の施設、機材、器具に対する損害の補償責任を負

うものとする。 

２）エントラント、ドライバー、ピットクルーは、コース所

有者及びオーガナイザー、大会役員が一切の損



害補償の責任を免除されていることを了解してい

なければならない。 

第３８条 オーガナイザーの権限 

オーガナイザーは、下記の権限を有するものとす

る。 

１）参加申し込みの受付に際して、その理由を示すこ

となくエントラント、ドライバー、ピットクルーを選択

あるいは拒否することができる。 

２）大会冠スポンサーの広告を参加車両に貼付させる

ことができる。 

３）やむをえない理由により、公式プログラムの印刷に

間に合わなかったドライバーの登録または変更に

ついて許可することができる。 

４）全てのエントラント、ドライバー、ピットクルー及びそ

の参加車両の音声、写真、映像などの報道、放送、

出版に関する権限を有し、この権限を第三者が使

用することを許可できる。 

第３９条 大会の延期及び中止 

ＪＡＦ国内カート競技規則」カート競技会組織に

関する規則第１章第６条に基づき、オーガナイザ

ーは大会審査委員会の承認を得て、大会の一部

あるいは全部を延期、中止または取り止めること

ができる。 

大会の全部を中止あるいは24 時間以上延期す

る場合は、参加料は全額返還される。ただし、保

険料は返還されない。なお、エントラント及びドライ

バーは、これによって生ずる損失についてオーガ

ナイザーに抗議する権限を保有しない。さらに、オ

ーガナイザーは大会審査委員会の承認を得て、大

会の内容を変更する権限も併せて保有するものと

する。これに対する抗議は認められない。 

第４０条 公式通知の発行 

本規則に記載されていない競技運営上の細則

や参加者に対する指示、本規則発表後に生じた必

要指示事項は公式通知によって示される。 

第４１条 誓約書の署名 

エントラント、ドライバー及びピットクルーは参加

申込用紙に記載された誓約文に署名捺印しなけ

ればならない。 

第４２条 本規則の解釈 

本規則の解釈並びに競技の細則に関する疑義

については、事務局宛に質問できる。 

第４３条 本規則の違反 

本規則に対する違反は、大会審査委員会の決

定により宣告される。 

第４４条 本規則の効力 

本規則は、参加申し込み受付と同時に効力を発

する。 

第４５条 シャーシ、エンジン及びタイヤの登録 

競技に使用するシャーシ、エンジン及びタイヤは、

車両申告書に登録済みのもののみとし、下記の個

数が認められる。 

■KID’S-EXP，B 

シャーシ １台 

エンジン ２基 

タイヤ 各１set(ドライ、レイン) 

第４６条 カート 

主催者の認定した第１種競技車両であること。 

第４７条 タイヤ 

KID’S-EXP 指定（第５４条・８）タイヤ）参照 

KID’S-B ハイグリップ以外自由 

第５２条 発信器 

１）データロガーの発光器は、指定された場所以外へ

の設置は認めない。 

２）テレメトリーシステムは一切禁止する。 

電話、その他の無線機も含む。 

第５３条 KID’S-B 

（キッズビギナー） 

１）エンジン： 

エンジンは富士ロビン製ECO３ER、ECO４ER、

EC04EA 、YEC０４のみ使用。 

（１）改造は一切禁止され、市販状態でなければな

らない。但し、年式変更に伴う純正部品の相互

利用は認めます。 

（２）最大排気量：４０.２cc 

（３）点火系統はいかなる改造も禁止され、かつま

た市販状態でなければならない。 

（４）プラグは、ＮＧＫ：BPM７Aのみとする。 

（４）クラッチはいかなる改造も禁止され、かつまた

市販状態でなければならない。 

（５）ケースベアリングは、メーカー純正ベアリング

の使用のみとする。 

（６）オイルシールは、純正オイルシールの使用の

みとする。 

（７）ギヤ比は、自由とする 

２）キャブレター： 

いかなる改造も禁止され、かつまた市販状態で

なければならない。 

①メインジェットは＃７５のみ 

②ジェットニードルのイーリングクリップ位置は中央

固定とする 

③イーリングクリップ位置が、１ヶ所だけのジェット

ニードル（旧型）の使用禁止 

３）マフラー： 

いかなる改造も禁止され、かつまた市販状態で

なければならない。 

４）吸気消音機： 

いかなる改造も禁止され、かつまた市販状態で

なければならない。 

５）シャーシ / フレーム： 

（１）レオンＫ３０，Ｋ４０，Ｋ３Ｓ，Ｋ４Ｓ，YEC ラピッ

ドカデットVIVO AMIGAO とする。 

シャーシ構成パーツ（ロールバーも含む）はメ

ーカー純正部品とし、いかなる改造加工は禁

止、但し年式変更に伴う純正部品の相互利用

は認めます。 

※ロールバンパーは、相互利用の際の寸法

合せによる加工は、認められる。 

（２）フロントフェアリング、サイドBOX、リアロール

バンパーは必備とする。 

６）トレッド： 

（１）フロント：メーカー部品使用トレッド幅までをレ

ギュレーションとする。 

（２）リア：メーカー部品ドライブシャフトよりハブを

外側に１５mm 以内とする。 

７）競技ナンバー： 



（１）カートは、前方、後方から明瞭に識別できるよ

う、競技ナンバーを取り付けなければならな

い。 

（２）ナンバープレートは、前後に必備とする。 

（３）競技ナンバーは、オーガナイザーが指定した

ナンバーは車検を受ける前に取り付けなけれ

ばならない。 

８）タイヤ： 

ドライ・レイン  ハイグリップ以外自由 

使用するタイヤのセット数は１大会につきドライ１ 

セットレイン１セットとし車両検査において登録封印

を受けることとします。タイヤにバースト等が発生し

た場合は技術委員長の許可を受けて当該１本の

みを交換することができます。 

タイヤ形状、材質を改造改質することは禁止、な

お著しく硬質変化している場合は使用タイヤの変更

を指示します。 

９）最低重量 

制限なし 

１０)その他の装置 

純正部品以外の使用が認められるものは以下

の通りとします。 

チェーン、チェーンガード、ゼッケンプレート、ボル

ト、ワッシャ、ナットワイヤー、ホイール、ホイール

ハブ、ステー（シート、カウル）ベアリング類、スプ

ロケット。ハンドル、ハンドルボス、シート。 

※マグネシューム、チタン、カーボンファイバー等

の材質の部品の使用禁止。 

第５４条 KID’S-EXP 

（キッズエキスパート） 

１）エンジン： 

エンジンは富士ロビン製ＥＣＯ４ＥＲ，ＥＣＯ４ＥＡ，

ＹＥＣ０４のみ使用。 

（１）改造は一切禁止され、市販状態でなければなら

ない。 

（２）最大排気量：４０．２cc 

（３）点火系統はいかなる改造も禁止され、かつまた

市販状態でなければならない。 

（４）プラグは、ＮＧＫ：BPM７A，もしくは、BPM８Yとす

る。 

（５）クラッチはいかなる改造も禁止され、かつまた市

販状態でなければならない。 

（６）ケースベアリングは、メーカー純正品のみとす

る。 

（７）オイルシールは、メーカー純正品使用のみとす

る。 

（８）ギヤ比は、自由とする 

２）キャブレター： 

いかなる改造も禁止され、かつまた市販状態で

なければならない。 

①メインジェットは自由 

②ジェットニードルのイーリングクリップ位置は中央

固定とする 

③イーリングクリップ位置が、１ヶ所だけのジェット

ニードル（旧型）の使用禁止 

３）マフラー： 

富士ロビンＥＣＯ４ＥＡ（角型）、ＥＣＯ４ＥＲ，ＥＣＯ

３ＥＲ（丸型）の純正マフラーに限る。 

また、いかなる改造も禁止される。ただし相互利

用は認められる。 

４）吸気消音機： 

いかなる改造も禁止され、かつまた市販状態で

なければならない。 

５）シャーシ / フレーム： 

（１）レオンＫ３０，Ｋ４０，Ｋ３Ｓ，Ｋ４Ｓ，YEC ラピッド

カデット VIVO AMIGAO とする。 

シャーシ構成パーツ（ロールバーも含む）はメ

ーカー純正部品とし、いかなる改造加工は禁止、

但し年式変更に伴う純正部品の相互利用は認

めます。 

※ロールバンパーは、相互利用の際の寸法合

せによる加工は、認められる。 

（２）フロントフェアリング、サイドBOX、リアロールバ

ンパーは必備とする。 

６）トレッド： 

（１）フロント：メーカー部品使用トレッド幅までをレギ

ュレーションとする。 

（２）リア：メーカー部品ドライブシャフトよりハブを外

側に１５mm 以内とする。 

７）競技ナンバー： 

（１）カートは、前方、後方から明瞭に識別できるよう、

競技ナンバーを取り付けなければならない。 

（２）ナンバープレートは、前後に必備とする。 

（３）競技ナンバーは、オーガナイザーが指定したナ

ンバーは車検を受ける前に取り付けなければ

ならない。 

８）タイヤ： 

ドライ：JKKAの表示のあるBS・ＹＤＳタイヤ 

レイン：ＳＬ９４（ＳＬ０３不可）   

使用するタイヤのセット数は1 大会につきドライ1 

セットレイン1 セットとし車両検査において登録封印

を受けることとします。タイヤにバースト等が発生し

た場合は技術委員長の許可を受けて当該１本のみ

を交換することができます。 

タイヤ形状、材質を改造改質することは禁止、な

お著しく硬質変化している場合は使用タイヤの変更

を指示します。 

９）最低重量  ６８ｋｇ 

※３位までの入賞者に対して、次戦参加において

最低重量を満たした上で 

１位 ３ｋｇ ／２位 ２ｋｇ ／ ３位 １ｋｇ 

主催者の用意するウェイトを搭載しなけれ

ばならない。  

次戦参加まで持ち越しといたします。

（例：３ｋｇ搭載車両が２台の場合も有りうる） 

１０)その他の装置 

純正部品以外の使用が認められるものは以下

の通りとします。 

チェーン、チェーンガード、ゼッケンプレート、ボ

ルト、ワッシャ、ナットワイヤー、ホイール、ホイー

ルハブ、ステー（シート、カウル）ベアリング類、ス

プロケット。ハンドル、ハンドルボス、シート。  

※マグネシューム、チタン、カーボンファイバー等

の材質の部品の使用禁止。 

第５８条 誓約書への署名 

競技会に参加しようとする者は、オーガナイザー



の要求する誓約書に署名しなければならない。 

第５９条 秩序の維持 

競技に参加する者は、諸規則に精通し、かつそれ

を遵守し、秩序ある行動をとらなければならない。 

第６０条 ドライバーの服装 

次にあげるドライバーの服装は、競技を安全に行

うため、装備の一部と見なされ、車検時に技術委員

の承認を得なければならない。 

１）ヘルメット： 

フルフェイスタイプでなければならず、JIS-C 規格

以上の規格に適合したものの使用が推奨される。 

２）レーシングスーツ： 

皮製もしくはJAF及びCIK/FIA 公認のレーシングカ

ートスーツの着用が義務づけられる。 

３）グローブ： 

手首まで完全に覆うもので、皮製のものの使用が

望ましい。 

４）シューズ： 

足首まで完全に包むもので、ペダル操作に支障を

きたさないレーシングシューズが望ましい。 

５）全クラスは安全のために、ネックガード、リブプロテク

ターベストの着用を推奨。 

第６１条 ピット要員の統轄 

大会期間中、ピット要員の行為に関する最終的責

任は、エントラントに帰属するものとする。 

第６２条 給油 

レース中の給油は、特別規則に規定されている場

合を除き、禁止される。ピット内に燃料を保管する場

合は消防法に適合した金属製の携行缶に保管する

こととし、総量20 リッター以上の燃料を持ち込んで

はならない。 

第６３条 保険に加入 

主催者の付保する保険の他に保険に加入すること

を推奨する。 


