
第１章　総則

１．大会名称　　　Champion of Champions in Ohiso Long Beach in Japan
　　　　　　　　　

２．開催日程 2010年12月18日（土）・19日（日）

３．開催場所
　大磯ロングビーチ　第１駐車場特設コース　　〒259-0193　神奈川県中郡大磯町国府本郷546
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL0463-61-1111  FAX0463-61-6281

４．主催　　 ㈲ビレルパシフィック
　　協力 ㈱ヤマハモーターパワープロダクツ・Fドリーム平塚・㈲KRP・ダンロップ

５．開催クラス N35-X・ヤマハMZ200　レンタル車両/２５台 抽選　

６．大会内容
　５０チームによる公式練習・タイムトライアル・決勝Aグループ、Bグループ合算での耐久
　イベント。

７．チーム構成
　１チーム２名から５名で１６歳以上で健康な方。JAF・SLライセンス所有者、又は各施設で認定された
　　ドライバー。
　各施設から最大２チームまで選抜されたチームと施設ごと募集した一般参加。
　
８．参加料金 １チーム￥50.000　保険料1人￥2.000

９．参加受付
　1次受付・・・各施設で最大２チーム　
　　期間9月1日より9月30日まで
 ２次受付・・・１次受付の募集状況において、空きがあり次第、各施設から一般応募。
　　期間10月1日より11月30日まで
   両方ともに各指定施設より受付。

１０．補助金
　イベント会場より、半径200ｋｍ以上ごとに施設ユーザーの１チームの人数に補助金を支給。

第２章　大会方式

１．スターティンググリッドの決定
　●公式練習85分：Aグループ25台・Bグループ25台
　●タイムトライアル5分：Aグループ・Bグループそれぞれ公式練習からタイムトライアル
  ●決勝ヒートポジション：タイムトライアルA・Bの順位をそれぞれ奇数、偶数に分ける。 
　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 

　●決勝ヒート：3時間耐久レース
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特別規則書

　決勝Aグループ　　　　タイムトライアルA・Bグループ偶数
　決勝Bグループ         タイムトライアルA・Bグループ奇数



　●決勝結果：決勝A・Bグループ合算での最多周回数と時間
　　　　　　　　　（決勝A・Bそれぞれの天候、及びコンデション変化は順位の調整には考慮しない）

２． ドライバーの交代
　●ドライバーの平均体重により、ドライバー交代の回数を義務づける。但し女性ドライバーは計測せず
　　一律55ｋｇで計算する。
　●ドライバーの交代は指定されたエリアで行わなければならない。
　●ドライバー交代の際、エンジンは停止しする。

単位Kｇ

３．走行義務時間
  １人のドライバーの走行時間を10分以上と義務ずけ、それに反した場合ペナルティーとなる。
　但し、体調不良その他アクシデント等で主催者が認めた場合は省く。

４．車両の入れ替え
　タイムトライアル終了より、車両の入れ替えが実施される。

５．給油
  決勝Aメインのみ、主催者で用意されるガソリン給油を1回のみ指定場所で行う。給油後のドライバー
　交代は認めるものとする。給油方法については大会当日告知。

６．ピットロードの走行
　ピットロードの走行は徐行とし、追い越しは禁止される。ピットロードに設置されるパイロンに接触した
　場合、またシケインを不通過の場合でもペナルティーが課せられる。
　徐行とはすぐに停止できる速度のことで、主催者側が判断するものとする。

７．走行中の危険行為
　走行中のプッシング・ブロッキング等の危険行為は主催者の判断で危険行為とし、ペナルティーの対象
　となる。

８．走行中のマシントラブル
　接触やコースアウト、不遇なトラブルでカートが破損した場合は、コース上においては選任にスタッフに
　より撤収作業とし、修復或いはスペアーカートに変更することができる。
　参加者側での改造を含め、作業は一切認められない。

９．セーフティーカー及びフルコースコーション
　トラブル発生時にコントロール室の決定によりセーフティーカーが導入される。直ちにポストは黄旗と
　メインポストはSCボードを掲示しトラブルの回収を行う。セーフティーカーは先頭車両に関係なくコース
　インし、車両は１列整理の追い越しは禁止。フルコースコーション中のピットインは可能だが、ピットアウ
　トはオフィシャルの指示のもと行う。

１０．ペナルティー
　故意に行う悪質な行為や、規則に反する事を行った場合はペナルティーが課される。またそれに対し
　一切の抗議は認められない。
  ペナルティーは大会前に告知する。

第３章 イベントの終了と章典

1.イベントの中止
　特別な事情が生じた場合、主催者の判断によりイベントを中止することができる。

60以上～65未満
60未満

8回以上
70以上

65以上～70未満
9回以上
10回以上

決勝Aメイン
7回以上



2.順位及び完走の認定
　●チェッカーが振られた時点で完了される周回数とタイムを元に順位が認定される。
　●チェッカーの際にピットエリアにいた車両はピットロード上のコントロールラインを通過することで、
　　チェッカーを受けたとして扱われる。
　●周回数に限定せず、完走扱いとする。

3.章典
　●1位から6位まで正賞+副賞
　●ベストエレガンスチーム賞：美ししチームウェアー、レーシングスーツの統一感のある１チーム。
  ●遠距離賞：遠距離の東西それぞれの１チームづつ。施設で重複した場合ジャンケン。計２チーム。

4.抗議
　参加者はオフィシャルの判定及びイベント運営に対する抗議を一切行うことができない。

5.車両損害
　車両トラブル以外、如何なる状況において車両の損害があった場合、その車両を使用したチーム
　に主催者は部品代を請求することができる。

第4章 ドライバー装備

1.レーシングスーツ、もしくはメカニックスーツを強く推奨する。それ以外の場合でも安全な服を着用し、
　ドライビングに支障のない靴と、滑り止めの付いた手袋、バイザーの付いたヘルメットを着用すること。

第5章　広告に関する事項

　車両のカウルにステッカーを貼る事ができる。但し以下の内容に関し末梢する場合がある。
　大会イベント後、各自でそのステッカーを覇がし、元の状態に戻す。

　a)公序良俗に反するもの
  b)政治・宗教に関連したもの
  c)本大会に関するスポンサーと競合するもの

第6章　保険

1.スポーツ安全保険

＊本規則は安全等の理由から変更する場合があります

「スポーツ安全保険」は、アマチュアのスポーツ活動、文化活動、ボランティア活動、地域活動などを行う
社会教育関係団体を対象に「傷害保険」及び「賠償責任保険」と、本協会で運営する「共済見舞金制度」
を組み合わせた補償制度です。保険は、本協会が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（10 社）との間に一括契約するものです。

傷害保険金額 　死亡 　￥2,000万円
 　　　　　　　　　　後遺障害 　￥3,000万円
  　　　　　　　　　 入院 　￥4,000円　（1日目から補償）
  　　　　　　　　　 通院 　￥1,500円　（1日目から補償）
  　　　　　　　　　 賠償責任保険 　身体・財物賠償　合算　1事故　5億円　但し、身体賠償は1億円まで
共済見舞金 　　 突然死 　（急性心不全・脳内出血など）180万円



12月18日（土）

10：30～11：30　　※１次参加受付・体重測定・車両抽選

11：35～12：00　　ブリーフィング

12：00～12：45　　アトラクション（EVカート試乗会・ヤマハエンジン搭載カートデモ走行）

13：00～14：25　　公式練習Aグループ
13：00～14：00　　※2次参加受付・ブリーフィング

14：25～14：30　　タイムトライアルAグループ　　

15：00～16：25　　公式練習Bグループ

16：30～16：35　　タイムトライアルBグループ

18：00～20：00　　施設代表者懇親会

12月19日（日）

8：00～8：30　　　　開会式・ブリーフィング　　

8：45～9：15　　　　Aグループグリット整列・記念撮影

9：20～12：20　　　決勝Aグループ

12：20～12：45　　インターバル・アトラクション

12：45～13：15　　Bグループグリッド整列・記念撮影

13：20～16：20　　決勝Bグループ

16：30～17：00　　表彰式・閉会式
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暫定タイムスケジュール

※参加受付方法
　半径600ｋｍ以上の施設エントリーを遠距離待遇とし2次受付とし、練習走行は優先的にBグループ
とします。それ以外の施設は１次受付となり全体の台数によりA、Bグループに振り分けます。



氏　名 電話番号

生年月日 性別 携帯番号

郵便番号 住所

氏　名 電話番号

生年月日 性別 携帯番号

郵便番号 住所

氏　名 電話番号

生年月日 性別 携帯番号

郵便番号 住所

氏　名 電話番号

生年月日 性別 携帯番号

郵便番号 住所

氏　名 電話番号

生年月日 性別 携帯番号

郵便番号 住所

氏　名 電話番号

生年月日 性別 携帯番号

郵便番号 住所

1次受付対象　参加料　￥50.000/１チーム　保険料￥2.000/１人

合計 人 領収金額

２次受付の参加料については、応募多数の場合抽選となりますので、受理が決定次第お支払いください

どちらかに○印

１次募集 ２次募集

円
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参加チーム名

エントラント（所属サーキット） エントラント担当者

チーム代表者

第１ドライバー

第２ドライバー

第３ドライバー

第４ドライバー

第５ドライバー

私は、本大会規則にしたがって、下記の通り参加申し込みいたします。



印 保護者名 印

印 保護者名 印

印 保護者名 印

印 保護者名 印

印 保護者名 印

申し込み方法

・参加申込書・誓約書を記入の上、各エントラント施設に参加料金(1次受付対象のみ）を合わせ直接お持ち

　ください。

・ピットクルー・ヘルパーの登録はありません。安全に十分考慮した上でお越しください。

有限会社ビレルパシフィック　御中

私は、本大会に参加するにあたり大会規定及び趣旨に賛同し、主催者の指示に従うことと、以下の事を制約いたします。

1、

2、

※未成年者の参加に関しては、保護者連署の上誓約いたします。

私が走行に関連した衣服等の汚損、破損、また、事故による死亡、負傷等、私自身の受ける損害について、主催者（係員・ア
ルバイト含む）または、他の装甲車に対して非難したり、損害賠償を請求したりその責任を追及することは一切致しません。

誓　　　約　　　書

私が事故を引き起こした場合は、事故に起因する一切の損害を弁償いたします。また、他の走行者との接触事故に起因した
場合も賠償いたします。

第１ドライバー署名

第２ドライバー署名

第３ドライバー署名

第４ドライバー署名

第５ドライバー署名


