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3 時間 KT 耐久

2017 冬

ルールブック
更新 12 ⽉ 7 ⽇

第1条

v03

競技会の名称
3 時間 KT 耐久

2017 冬

『だれでも気軽に参加できる耐久イベント』、ルールを守りマナーモラルを持った⾏動で参加
者全員が楽しく笑顔で終えることを⽬的に開催いたします。

第2条

主催者
株式会社フェスティカ
〒328-0066

栃⽊市柏倉町 1275-1

tel 0282-25-1500

第3条

fax 0282-25-1512

email

kart@festika-circuit.com

開催の有無およびキャンセル

1. 開催の有無
l

エントリーが８台（締切⽇）に満たない場合は開催を中⽌いたします。

l

レースは⾬天決⾏とします。ただし、⾬量・降雪や台⾵等の気象条件が主催者側で安
全に運営出来ないと判断された場合はレースの短縮や遅延・中⽌をする場合がありま
す。⾛⾏が 1 回も⾏われずに中⽌が決定した場合、参加費は返却されます。練習⾛⾏
が開始された後は返⾦いたしません。なお、エントリー後のキャンセル規定は上記の
通りとさせて頂きます。運営の都合上ご了承ください。
（返⾦の場合⼿数料はエントラント負担）

2. キャンセル
参加者の都合による⼤会前⽇・当⽇のキャンセルついては、以下の通りキャンセル料を頂戴
いたします。


前⽇

:エントリーフィーの 050%



当⽇

:エントリーフィーの 100%



Web エントリーのみ(未⼊⾦)

:エントリーフィーの 100%
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第4条

⽇程
１２⽉

第5条

１０⽇（⽇）

参加資格
１１歳以上（ルールとマナーを守れる⽅ならどなたでも）イベントの主旨を⼗分理解了承で
きる⽅。ショップや主催者が認めた⽅。極端に勝負に拘る⾛⾏やマナーが悪い場合は、主催
者やオフィシャルによって参加資格に満たさないと判断され、ペナルティーやレース除外を
命ずる場合があります。その判定の抗議は⼀切認められません。

第6条

参加申込み
Web エントリーのみ。申し込み受付期間は⼤会当⽇の４週間前より 12/4（⽉）まで。
受付は先着順となります。
https://goo.gl/forms /epAFtudjQByIRb912
エントリー期間（レース１週間前）までに Web エントリーを済ませ、下記の決済⽅法に
てご⼊⾦お願いいたします。

内容確認後、正式受理といたします。

■

フェスティカで直接お⽀払い

■

お振込み

・お振込み先：ジャパンネット銀⾏
普通⼝座

第7条

3101556

⼝座名義：カ）フェスティカ

参加費およびチーム⼈数
１チーム

第8条

すずめ⽀店（002）

2０, ０００円

２⼈〜４⼈まで

最低重量とドライバー装備品
n

各チーム別に参加ドライバーは公式⾞検へ、レーシングスーツに着替え、装備
品⼀式を持ち計量を受けてください。
ドライバー平均体重

＋

⾞両

＝145kg 以上

（※再⾞検では⾞両のみの計量）
n

イベント性を考慮し⾛⾏中の無線機などの通話機器を許可いたします。
（ただし、オフィシャル無線と混信しないことが条件）
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第9条

スターティンググリッドの決定
抽選によりグリッドを決定します。

第10条 レース⽅式
３時間の耐久レース着順を最終順位とします。

第11条 スタート⽅式
ローリングスタート

第12条 ペナルティーと提⽰⽅法と意味
1.

提⽰される信号旗について

2.

セーフティカーおよびフルコースコーション
l

競技中の安全確保のためにセーフティカーを導⼊する場合があります。その際はオフィ
シャルコースポストより⻩旗の振動による合図とコース⻑による{ SC }ボードと⻩旗
振動が提⽰され、SC は先頭⾞両の前に⼊ります。⾛⾏中のドライバーは、後⽅⾞両に
対して⼿を挙げるなどの意思表⽰後、速度落とし前⾞を抜く事なく１列⾛⾏にてセーフ
ティカーの後に続くものとします。

l

フルコースコーション時のピットインをした場合、ペナルティーBOX 内でオフィシャ
ルの指⽰による 30 秒ストップを消化するものとします。
(※ [ SC ]ボードを掲⽰中のピットレーン通過時も含みます。)
ピットアウト後は速やかに隊列の後⽅に続くものとします。

l

フルコースコーション解除の⽅法は、先頭がスタートライン通過時に{ SC }ボードを下
げ⻩旗静⽌（各オフィシャルポスト含む）、その後スタートラインで緑旗にて再スター
トとなります。スタートラインを越えなくても緑旗掲⽰後の順位の⼊れ替えは許されま
す。
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3.

ペナルティー
放送による呼び出しや、ペナルティーの説明がございます。


フラッグ無視



フライングスタート・ショートカット



プッシング・ブロッキング等の危険⾏為



ピットロード徐⾏・パイロンタッチ（安全速度であり技量の問題は省く）



ピットストップ（交代）安全義務違反



スポーツマンシップに反する⾏為・⾔動、その他危険⾏為



その他オフィシャル主催者が危険と判断した場合

※

ペナルティーストップの場合、
⿊旗＋ゼッケンナンバーにて提⽰。
ピットインして指定ペナルティーBOX へ停⽌、指定されたストップ時間後再コースイン
とします。
また、ペナルティーが累積２回⽬はレース失格といたします。

4.

⾛⾏中のマシントラブル
１） 何らかのトラブルがマシンに発⽣した場合、ドライバーは⽚⼿を挙げアピールし、後
続カートにも減速や停⽌を知らせます。
２）

コース上にストップする場合、可能であれば安全なエスケープゾーンへ退避し、両
⼿を降ってアピールしてください。その際、安全確保のためスタッフの指⽰に従い
待機してください。

３）

⾞両の回収はカートスタンドを使⽤し各チームで⾏ってください。オフィシャルの
指⽰を待ちコースに⼊場してください。また、回収要員が駆けつけた場合は、その
場からの再出⾛は禁⽌します。

第13条 ドライバー交代
1.

ピットイン・ピットアウト
ピットロード全域での速度違反はペナルティーの対象です。また、ピットアウト・ピ
ットインではドライバーズサイン（⼿を挙げる）を徹底してください。
※ピットロードスルーは禁⽌いたします。

2.

ドライバー交代
１） ドライバー交代のみは、専⽤エリアにて⾏います。
２） 交代の際は、安全上 SEC 搭載⾞などはエンジンを停⽌してください。
３） 再スタートの場合は、必ず後⽅の確認を⾏い安全にスタートしてください。
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４） 交代後（降⾞したドライバー）は、ドライバー交代サイン表にスタンプします。
（※サイン表にスタンプがない場合はカウントいたしません。）
５） 全てのピットインでの、“給油・トラブル⾞両回収・ペナルティー” ドライバー交代を
することを義務とします。

3.

給油
１） ⾞検時に燃料５ℓをポリミックス（各⾃⽤意）に⼊れて、オフィシャルの指⽰で給油
してください。
２） 練習⾛⾏中、耐久レーススタート前は給油を禁⽌いたします。
３） 耐久レース中は、給油エリアにて⾏います。
４） 給油とともにドライバーも交代してください。（ドライバー交代表にスタンプ）
５） 給油⽅法は、ポリミックス（未加⼯品）のみ使⽤可能。
６） 給油量＝上限３ℓまで。（地⾯に燃料が漏れたらペナルティー。）
７） 耐久レース中、給油はオフィシャルに申告後作業が可能となり、60 90 180 秒スト
ップを義務付けとします（タイマー管理）。

4.

全チーム規定ピットストップ回数

１０回
１） 上記規定回数に全てのピットイン

“ドライバー交代・給油・トラブル⾞両回収・ペ

ナルティー”をカウントするため必ずドライバーを変更して下さい。変更しなかった
場合はペナルティー対象です。（※ドライバー交代サイン表に記⼊）
２） 規定ピットストップ回数不⾜の場合は、順位降格とします。

5.

ドライバー出⾛時間規定
勝負に拘る戦術をなくすため、最軽量ドライバーの出⾛時間を 60 分未満と、また各
ドライバーとも最低⾛⾏時間 15 分以上（複数回の合計時間も認めます）とします。

第14条 ⾞両について
2017 年 KARTING Series FD Challenge145 規定に準拠します。

1.

エンジンは、KT100SD または KT100SEC（SC 含む）。

2.

タイヤ

DRY / SL-FD （WET/ SL 公認ありメーカーフリー）WET 宣⾔がない限り、

ドライタイヤでの⾛⾏

3.

⾞検は、燃料タンクを空の状態で受けてください。ポリミックスタンクに５ℓ⼊れて
⾞検場にてオフィシャルの指⽰後、その５ℓ給油してください。
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第15条 賞典
決勝の順位によって決定します。
①

第16条

１位＝トロフィー

２位＝トロフィー

３位＝トロフィー

傷害保険
主催者の業務遂⾏によって起きたドライバー、ピット要員の死亡、負傷に対して、主催者、
協賛者は⼀切の保証、責任を負わないものとします。

第17条 保険
保険は各⾃レース参加による有効な保険に加⼊して下さい。加⼊していない場合参加は出来
ません。エントリーの際に、加⼊保険会社のご記⼊をお願いいたします。

■フェスティカサーキット栃⽊

スポーツ安全保険のご案内

フェスティカサーキット栃⽊が登録団体となり、フェスティカサーキット栃⽊をご利⽤にな
るお客様を対象にご加⼊いただいております。東京海上⽇動⽕災保険（株）を幹事会社とす
る損害保険会社（9 社）との間に、
「傷害保険」および「賠償責任保険」を⼀括契約した補償
制度です。レンタルイベントはもちろん、フリー⾛⾏中の事故でも補償いたします。詳しく
は HP に記載しております。

第18条 個⼈情報に関する取り扱い
取得した個⼈情報は、以下の範囲で利⽤させていただきます。当社からのご案内の送付、エ
ントリーリスト及び公式プログラム・ホームページなどへの⽒名等の掲載。また、レース運
営に必要な相⼿先に情報提供をする場合があります。ご提供いただいた個⼈情報は厳重に管
理し、前述の範囲を超えて利⽤することはありません。写真・映像に関しましては、株式会
社フェスティカが運営または協⼒する Web サイトやテレビ・新聞・雑誌など各種メディア
にご⾃⾝が映った写真を掲載することがあります。エントリー申請の時点でこれを了承した
ものといたします。 また、エントリーリストに記載するお名前は、公序良俗に反しない範
囲で⾃由な表記を認めます。レース本戦では、混乱を防ぐために本名での表記となります。
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