
１）大会名称：Ｋ－ＣＡＲ ＭＥＥＴＩＮＧ 　耐久レース
２）開催日／申込期限：
　　　春大会：　７月１１日（日）　申込期限　～　６月２１日（月）
　　　秋大会：１０月２４日（日）  申込期限　～１０月１１日（月）
３）主催者及び大会事務局：
　　　株式会社サイドポンツーン
　　　〒７０９－０３０１　岡山県備前市吉永町加賀美１０－１
　　　Ｔｅｌ：０８６９-９３-４２１０　Ｆａｘ：０８６９-９３-４２１１
４）開催場所：
　　　セントラルサーキット（２，８０４ｍ）
　　　〒６７９－１１３２　兵庫県多可郡多可町中区坂本５２１－１
５）参加資格：
　　　大会期間中有効な運転免許所持者で、サーキット走行の経験者に限る。
　　　サーキット走行マナーを守り、主催者の指示に従える心身ともに健康な
　　　方。　※経験者＝サーキットを一度でも走行された方。
６）準備物：
　　　ヘルメット（半キャップ不可）、グローブ、長袖、長ズボン（レーシン
　　　グスーツが望ましい）ビニールテープ、工具類、健康保険証等
７）走行時間：フリー走行・予選／３０分×１本、２時間耐久レース
８）開催クラス：
　　　・１台の車両をドライバー交代して走行
　　　　・ＮＡクラス　　・ターボ
　　　・複数台の車両とドライバーを交代して走行
　　　　・ＮＡマイカー　・ターボマイカー
９）①出場申込及び申込期限：本規則書の【２）】に示す。
　　②申込み方法
　　　・別紙申込用紙に必要事項を記入し、現金書留にて参加料を同封し事務
　　　　局宛に郵送。または、申込用紙郵送後、下記振込先まで参加料をお振
　　　　込下さい。
　　　　※ＷＥＢエントリーの場合、サイドポンツーン公式イベントサイト／
　　　　　マイスタークラブのホームページhttp://meisterclub.net/をご確
　　　　　認頂き、ＷＥＢエントリーサイトよりお申込ください。また、参加
　　　　　料は下記の指定振込先へお振込ください。
　　　・参加料のご入金があった時点で正式受付となります。
　　　・振込先
　　　　　　　　トマト銀行　本店営業部　普通預金 ７１７４４１１
　　　　　　　　　　 口座名義　株式会社サイドポンツーン

　　　１チーム：３９，８００円（税込）（ドライバー２名）
　　　　　　　　　※入場券２枚、走行保険料含む
　　　ドライバー１名追加：　２，０００円（追加料金／税込）
　　　　　　　　　※入場券１枚、走行保険料含む
　　　・募集期間終了時点で台数に達していなかった場合は、追加募集します
　　　　が、その場合は　￥１，０００－（税込）のレイトエントリー料が別
　　　　途必要となります。
　　③キャンセルについて：申込後のキャンセルは一切お受けできません。
　　　　※やむを得ない事情でキャンセルされる場合、下記内容にてキャン
　　　　　セル料をいただきます。
　　　１．開催１５日前まで・・・・・・・・・２，２００円引いて返金
　　　２．開催１４日前～開催日・・・・・・・返金なし
　　　　※返金方法は、振込みとし上記金額より振込み手数料を引いて返金い
　　　　　たします。次回繰り越し対応は行いません。ご了承ください。
　　　　※開催１週間前（もしくは開催週）にお申込の場合は受理書（入場券
　　　　　含む）発送を行いません。その場合は当日ゲートにて入場料をお支
　　　　　払い頂きます。
　　④開催中止について
　　　　やむなく開催中止となった場合、次回繰り越しを基本とするが返金
　　　　希望者には手数料を引いて返金とします。
　　⑤ドライバー登録について：１チームにつき登録出来るドライバーは、
　　　　　　　　　　　　　　　２名～３名とする。
　　⑥募集チーム数：最大４０チーム
　　⑦マイカークラス登録車両数について：
　　　　登録されているドライバーの人数以上の車両を登録する事はできない。
　　　　　例）登録ドライバー３名、車両４台の場合は参加不可
10）車両規定：
　　　市販乗用車及び市販車ベースの改造車でヘッドライト、ウィンカー、
　　　ストップランプ、フロントワイパーが正常に作動する車両
　　①改造規定：
　　　基本は自由であるが、下記事項は必ず行うこと。
　　　・シートベルトは４点式以上の競技用シートベルトを義務装着する事。
　　②音量規定：制限無し
　　　　※直管・爆音マフラーの装着はご遠慮下さい。
　　③タイヤ：
　　　一般市販ラジアルタイヤを使用する事
　　　　※Ｓタイヤ、スリックタイヤは使用禁止
　　　　※使用タイヤ本数規定なし
11）燃料：レース中給油できる燃料は無制限
　　　　　（サーキット場内ガソリンスタンドでも購入可能）
12）ピットイン：ピットロードの制限速度は６０ｋｍ／ｈとなる。
　　　　　　　　　※速度超過はペナティーが課せらる。
　　　　　　　　ピット作業は、必ず車両が停止してから行う。

耐久レース用　規則書K-CAR MEETING
　　①義務ピットイン：
　　　・義務回数消化のピットイン時間は、１回４分以上とする。
　　　・ピットイン時間は、ピット入口から出口までの時間とする。
　　　・義務ピットイン時は、給油、マシン交代、ドライバー交代の対応が可
　　　　能。　※ただし給油中はドライバー交代以外の作業は禁止とする。
　　　・ピットイン義務回数は下記の通りとする。

【義務ピット回数表／１回＝４分】

　　②他ピットイン：
　　・ドライバー交代のみ行う場合は、必ず１分以上のピットストップを行う
　　　こと。
　　・マイカークラスにて、義務ピット以外に車両交代する場合は、必ず１分
　　　以上の停止を行うこと。
　　　※計測器（トランスポンダー）の取付は正確に行うこと。
　　③ドライバー連続運転時間：
　　・１名のドライバー連続運転時間は４５分以内とする。
　　・ドライバー連続運転時間は、ピット出口（もしくはスタート）から
　　　ピット入口までの時間とする。
　　④給油作業：
　　・給油時は、必ずエンジンを停止すること。
　　・給油は必ず、ガソリン携行缶を使用する事。
　　・消火器とガソリン携行缶は、各チームで用意する事。
　　・給油作業時は、義務ピット以外でも、必ず４分以上のピットストップを
　　　行う。
　　・一度に給油出来る量は、制限なし
　　・給油は必ず、ガソリン携行缶を使用する事。
　　　※場内ガソリンスタンドで直接給油も可能
　　・給油中は消火器を持った消化要員を、給油口に消火器のノズルを向けた
　　　状態で待機させること。
　　・給油者と消化要員は、フルフェイスヘルメットもしくは防火マスク等に
　　　加え、肌を露出しない服装（長袖、長ズボン）を着用すること。
　　・３６Ｌ（１０ガロン以上）の安全タンク装着車両は、『ピット作業報告
　　　書』へ記入（自己申告により必ず記入すること）ピット回数にプラス
　　　１回を加算する。
13）ペナルティー：
　　・ＪＡＦの公認競技会規則に基づいた判定を行います。違反行為が発見さ
　　　れた場合はペナルティーが課せられます。また、レース中もしくはレー
　　　ス終了後に２名以上の参加者より、イエロー区間での追い越し等の危険
　　　行為に関し報告を受けた場合、協議の上ペナルティーを課す場合がある。
　　・ペナルティーを課せられたドライバーは必ず従わなければならない。
　　・走行中ペナルティーにてピットインする場合は、作業等を一切行っては
　　　ならない。
　　　　主な違反例：イエローシグナル区間での追越
　　　　　　　　　　ＰＩＴロードでの速度超過
　　　　主な罰則例：
　　　　　ペナルティーストップ（１０秒～６０秒）、周回数減算、失格など
　　　　　安全に走行を行って頂く為の事ですので、ご理解、ご協力をお願い
　　　　　致します。
　　　　※ペナルティ時のピットインは、義務回数消化とみなされない。
　　　　※後日発覚した違反内容に関しては、その時の内容に応じて、主催者
　　　　　判断での形でペナルティーを与える。
14）セーフティーカー：
　　　車両回収等でセーフティーカー（以下ＳＣとする）がコースインする場
　　　合があるが、その際の前後車両の追い越しは絶対に禁止とする。
　　　ＳＣ解除後もコントロールラインを通過するまでは追越し禁止とする。
　　　なおＳＣ先導中のピットイン、ピットアウトは自由とするが、オフィ
　　　シャルスタッフの指示に従いコースインする事。
15）赤旗規則
　　　コース上において走行が危険であると判断した場合、全ポストにて
　　　レッドフラッグ及びレッドシグナルが表示され、走行は一時中断とされ
　　　る。
　　　　※走行車両は定められた赤旗ラインにて停車すること
　　　　※決勝レース中赤旗提示時点で、ピットイン中のチームは作業を中断
　　　　　する事
　　　　※危険箇所が復帰した時点で流れる走行再開のアナウンス及びスタッ
　　　　　フの指示に従う事。
16）参加者の装備
　　①ドライバーは、肌が露出しない服装にしなければならない。また運転中
　　　以外でも、作業時には必ず装着しなければいけない。（耐火性のドライ
　　　ビングスーツやグローブ、シューズを着用することを強く推奨する）
　　②ヘルメットはフルフェイスタイプもしくはジェットタイプ。但し給油作
　　　業を行う場合は、ジェットタイプは耐火マスクを装着しなければならな
　　　い。
　　③万が一に備え、各自にて傷害保険等への加入を頂くことをお勧め致しま
　　　す。
17）スタート方法
　　ローリングスタートを原則とするが、やむを得ず変更となる場合がある。

18）賞典：各クラス上位３台まで。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上、大会事務局

ＮＡ

２回

ターボ

３回

※マイカークラスは
　それぞれの義務ピット
　１回追加となります。



参加申込書
（各項目にもれなく丁寧にご記入下さい）

ドライバー氏名 性別 血液型 年齢/

ＰＲＯ 男・女
Rh＋・-

型 歳
１

２

３

プログラム掲載ドライバー名

ＰＲＯ 男・女
Rh＋・-

型 歳

ＰＲＯ 男・女
Rh＋・-

型 歳

PROﾄﾞﾗｲﾊﾞｰの方は
〇をしてください

※別途、車両登録書（MyCARクラス参加台数分記入）、誓約書（緊急連絡先記入）の記入用紙がございます。
　チームメンバー確定次第、必ずご記入頂き、サイドポンツーンまでＦＡＸもしくは郵送ください。　ＦＡＸの場合は、開催当日、出場受付の際、必ず原紙をご提出ください。

フリガナ

メンテナンスショップ名

Ｔｅａｍ名

Team代表者

住所

Tel

携帯

（各項目にもれなく丁寧にご記入下さい。）車両＆装備

装着ブレーキパッド

使用エンジンオイル

車種名 型式 排気量

エンジン型式 クラッチ
メーカー名 商品銘柄名

タイヤ

装着シート

メーカー名 商品銘柄名

（希望日に○）

開催日 開催日程
申込期限
参 加 料 秋大会  10月24日（日） 申込期限：～ 10/11（月）

夏大会   7月11日（日） 申込期限：～  6/21（月） 参加料：１チーム　３９，８００円／税込

参加クラス
　（希望クラスに✔）

私達は、K-car Meeting 耐久レースに参加するにあたり、主催者およびサーキット職員・係員の指示に従い、セントラルサーキット内の規則を厳守遵守し、スポーツマンと
して相応しい行動・言動を保ち、サーキットコース走行及び場内の施設利用することを誓約致します。私自身並びに私の同伴者・親族者・相続人及び関係者一同、上記行事に参
加するにあたって発生した死亡、負傷、その他の事故によるあらゆる被害を被っても、主催者並びにサーキット職員・係員・関係者やその他の参加者に対して、責任の追及や損
害の賠償請求、誹謗中傷等を一切行わない事を誓約します。尚、これは事故が貴社並びに関係者や、その他の参加者に起因した場合でも相違ありません。また、事故が貴社並び
に関係者や、その他の参加者の手違い等によるものでも同様です。また、私達がセントラルサーキットのコース及び場内施設に損害を与えてしまった場合には、その復旧に要し
た費用を支払う事を誓約致します。また、本大会を対価を得て公開すること、競技会でのドライバー・参加車両ならびに参加関係者の肖像権、音声、写真映像肖像権などの報道、
放送、放映、記載、出版、電子メディア等に関する権限を主催者がもつ事を承諾します。また、いかなる場合でも参加費用の返済要求は致しません。

私達は、K-car Meeting 耐久レースに参加するにあたり、主催者およびサーキット職員・係員の指示に従い、セントラルサーキット内の規則を厳守遵守し、スポーツマンと
して相応しい行動・言動を保ち、サーキットコース走行及び場内の施設利用することを誓約致します。私自身並びに私の同伴者・親族者・相続人及び関係者一同、上記行事に参
加するにあたって発生した死亡、負傷、その他の事故によるあらゆる被害を被っても、主催者並びにサーキット職員・係員・関係者やその他の参加者に対して、責任の追及や損
害の賠償請求、誹謗中傷等を一切行わない事を誓約します。尚、これは事故が貴社並びに関係者や、その他の参加者に起因した場合でも相違ありません。また、事故が貴社並び
に関係者や、その他の参加者の手違い等によるものでも同様です。また、私達がセントラルサーキットのコース及び場内施設に損害を与えてしまった場合には、その復旧に要し
た費用を支払う事を誓約致します。また、本大会を対価を得て公開すること、競技会でのドライバー・参加車両ならびに参加関係者の肖像権、音声、写真映像肖像権などの報道、
放送、放映、記載、出版、電子メディア等に関する権限を主催者がもつ事を承諾します。また、いかなる場合でも参加費用の返済要求は致しません。

誓約書

上記事柄すべてを理解し、誓約致します。

参加者署名
緊急
連絡先

連絡者名　　　　続柄(　　　)

ＴＥＬ(必ず昼間連絡の取れる番号をご記入下さい)
印

保護者署名

※未成年の方はその親権者又は、保護者の本誓約についての副署名が必要です（保護者印鑑の印鑑証明コピー添付のこと）

印

２０２１年　　月　　日

参加者署名
緊急
連絡先

連絡者名　　　　続柄(　　　)

ＴＥＬ(必ず昼間連絡の取れる番号をご記入下さい)
印

保護者署名

※未成年の方はその親権者又は、保護者の本誓約についての副署名が必要です（保護者印鑑の印鑑証明コピー添付のこと）

印

２０２１年　　月　　日

参加者署名
緊急
連絡先

連絡者名　　　　続柄(　　　)

ＴＥＬ(必ず昼間連絡の取れる番号をご記入下さい)
印

保護者署名

※未成年の方はその親権者又は、保護者の本誓約についての副署名が必要です（保護者印鑑の印鑑証明コピー添付のこと）

印

２０２１年　　月　　日

※本大会参加申込書に記載される個人情報は、マイスタークラブの利用者情報として使用されます。その使用目的は、サーキットに関わる各種情報の伝達（ＤＭ送付　等､アンケート調査含
　む）および事故等緊急時の連絡、サーキット情報・イベント情報案内等であり、個人情報主体者の同意なしに第三者へ提供されることはありません。(公的機関より法令に基づく協力要請
　があった場合、および事故等緊急時に医療機関、提携サーキット等への情報提供は行う場合があります)また、登録された個人情報の内容は、マイスタークラブにて適切に管理され漏洩、
　改ざん、消失および目的外利用等の不正に対する予防が実施されます。

〒709-0301 岡山県吉永町加賀美１０－１

株式会社サイドポンツーン

TEL:０８６９－９３－４２１０　FAX:０８６９－９３－４２１１

申込み方法：参加料と参加申込書を同封の上、現金書留にて郵送。
　　　　　　または申込用紙を郵送後、参加料を下記口座へお振込み下さい。

【お申し込み、お問い合わせ先】

株式会社サイドポンツーン

振込先

□ ＮＡクラス
□ ＮＡマイカークラス

１名追加　　２，０００円／税込

参加料

\39,800 ＋   　　　=
円(1ﾁｰﾑ/2 名 ) (1 名追加 )

合計

<<耐久用>>

希望ゼッケン※ゼッケンＮＯ．希望の
　方は、右枠へ第２希望
　までご記入下さい。
　但し、ご希望に添えな
　い事もあります。

　また、希望ゼッケンの
　場合は、各自でご準備
　頂くものとなりますの
　でお気をつけください。

① ②

□ ターボクラス
□ ターボマイカークラス

アドレス

トマト銀行　本店営業部　普通預金　７１７４４１１

　　　　口座名義　株式会社サイドポンツーン
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