
 

GUNMA SUGAO チャレンジ カップ シリーズ  競技規則書 

 

 

第１章  総 則 

本競技会は、FIA モータースポーツ競技規則とそれに準拠した日本自動車連盟（JAF）の国内競技車両規則 

及び本規則書とシリーズ各戦オーガナイザーの制定する特別規則書に従い、ＪＡＦ承認・クローズド競技会と

して開催される。 

 

第２章 競技会名称  

ＧＵＮＭＡ SUGAO チャレンジ カップ シリーズ ２００８（副タイトルを加える事がある。） 

 

第３章 オーガナイザー 

     シリーズ各戦オーガナイザーの住所は附則に明記  

 

第４章  日程及び会場  

     シリーズ各戦の日程は附則に明記。会場は全戦「須賀尾ダートサーキット」とする。 

 

第５章  大会役員及び競技役員  

     シリーズ各戦の特別規則書に明記。 

 

第６章  タイムスケジュール   

     シリーズ各戦の特別規則書に明記。 

 

第７章  参加車両 

 ７・１ 参加車両は国内競技車両規則第 3 編に記載の P.N.SA.SC.B.D の各車両規定に従い製作された車両とする。 

 ７・２ 過給器付きエンジン車両の気筒容積は総排気量の 1.7 倍とする。 

 ７・３ SC 及び D 車両は自走して搬入してはならない。 

 ７・４ 参加車両は安全について充分に配慮し製作されている事。それは競技出走前に競技オフィシャルに寄り検査 

     され、安全が認められない車両は出走出来ない。 

 ７・５ オーガナイザーの用意する、各車両規定に合致したレンタル車両での参加を認める。 

 

第８章  クラス区分 

KE クラス 過給器を持たない排気量 660cc 以下の２WD の車両 

AT クラス ４WD を含めた排気量 2000cc 以下のオートマチックトランスミッションの車両 

F１クラス ４WD を含めた排気量 2000cc 以下の車両 

F2 クラス ４WD を含めた排気量 2000cc を超える車両 

C1 クラス 排気量制限の無い２WD の車両 

C2 クラス 排気量 2500cc 以下の４WD の車両 

C3 クラス 排気量 2500cc を超える４WD の車両 

＊尚、F1 及び F2 クラスの参加者を概ね競技歴３年未満の者及びレディースと限定するが、両者の他クラス 

 への参加を制限するものでは無い。 

 

第９章  参加者 

 ９・１ 競技運転者は当日有効な自動車運転免許証を所持していること。 

 ９・２ 競技運転者が 20 歳未満の場合、親権者の承諾を必要とする。 

 ９・３ 参加人数及び参加台数は基本的に制限しない。 

 ９・４ 同一車両による重複参加は自由とする。 

 ９・５ 参加者はオーガナイザーの指定するゼッケンを参加車両に貼付しなければならない。 

 

第 10 章 参加申し込みと締め切り 

 10･１ 参加申込書及び車両申告書に必要事項を記入し、各戦オーガナイザーまで参加料を添えて申し込む事。 

 10･２ 参加申し込みの締め切りは基本的に競技会開催日の７日前迄とするが、不可抗力による申し込みの遅延は、 

     この限りではない。尚、不受理の場合のみ参加者へ電話にて通知される。 

 10･３ レンタル車両での参加を希望する者は、各戦オーガナイザーに必ず７日前迄に通知する事。 



 

第 11 章 参加料 

 11･１ 競技運転者１名につき昼食代を含め 10.000 円とし、重複参加も同額とする。 

           ただし、ＫＥクラス・ＡＴクラスは、競技運転者１名につき昼食代を含め８.000 円とする。 

 11･２ レンタル車両での参加を希望する者は、KE クラスレンタル料金 3,000 円・ＡＴクラスレンタル料金 

     ８,000 円が加算される。 

 

第 12 章 競技及び計時 

 12･１ スタートはフライングスタートとし、車両がスタートコントロールラインを横切った時に計測を開始しゴール

コントロールラインを横切った時に終了する。 

12･２ 時間計測は自動計時装置又は複数のストップウォッチ計測による平均タイムとする。 

12･３ 競技はコースを複数回走行し最も小さい所要時間を自己の走行タイムとし、より小さな走行タイムを記録した

者を成績上位とする。 

12･４ オフィシャルフラッグの解釈 

    ＊スタート合図 ―――― 日章旗又はクラブ旗 ― 遅延スタートは５秒加算 

    ＊パイロンタッチ ――― 黄旗 ―――――――― 移動又は転倒した場合は５秒加算 

    ＊ミスコース ――――― 黒旗 ―――――――― 正規コースに復帰不能はノータイム 

    ＊緊急停止 ―――――― 赤旗 ―――――――― 直ちに停止、停止後オフィシャルの指示に従う 

    ＊コースクリア ―――― 緑旗 ―――――――― 黄旗、黒旗、赤旗の打ち消し。競技再開 

    ＊ゴール合図 ――――― チェッカー旗 ―――― 計測走行終了 

12･５ 競技役員の指示に従わなかった時、又は不正行為を確認した場合は失格の対象とする。 

 

第 13 章 損害補償 

参加者又は競技運転者、又はサービス員が損害を被った場合、各自がその責任を負わなければならず、 

オーガナイザーは一切の損害補償の責任を負わない。 

 

第 14 章 抗 議 

自身が、明らかに不当な処遇を受けたと思われた場合のみ次の時間帯に於いて抗議を受け付ける。 

＊車両に対する技術委員の判断について ――――― 判定の直後 

＊競技中の反則、ペナルティーについて ――――― 自身の出走後３０分以内 

＊走行タイムについて ――――――――――――― 暫定成績発表後３０分以内 

 抗議の裁定結果は、抗議者及び被抗議者の両者に通知される 

      尚、抗議についての詳細は国内競技規則の抗議規定に準拠する。 

 

第 15 章 参加者、競技運転者の尊守事項 

 15･１ 全ての参加者及び競技運転者は、本規則に従いスポーツマンシップに則った態度を示し、競技関係者のいかな

る者をも誹謗中傷してはならない。 

 15･２ 競技会場内では安全に対し充分に配慮し、車両の移動は最徐行しなければならない。 

 

第 16 章 本規則書の解釈 

     本規則に対しての解釈、及び本規則書に記載又は記述されていない事項については、第３者を加えた各戦オー

ガナイザーによる検討会議を持ち最終決定される。 

 

第 17 章 賞典 

     シリーズ各戦、当日明示。 

 

第 18 章 シリーズ表彰      

     シリーズ表彰式において、各クラス年間シリーズチャンピオンには、チャンピオン賞を授与する。 

 

★★★ シリーズ協賛 ★★★ 

藤壺技研工業 株式会社 
         有限会社 ユモト自動車 

         ＧＡＲＡＧＥ ＣＢ ＳＰＯＲＴＳ 

              群馬三菱自動車 株式会社 

         ブリヂストンタイヤ高崎販売 株式会社 

         株式会社 キャロッセ 



 

附  則 

 

 

１．車両 全ての車両に４点式安全ベルトの装着を義務付ける。 

     全ての車両に４点式以上のロールバーの装着を義務付ける。SC・D 車両は国内競技車両規則に従う事。 

     全ての車両に牽引用穴開きブラケットの装着を強く推奨する。 

 

 

２．装備 競技運転者はヘルメット・グローブの装着を義務付けるが、スーツ、シューズは推奨とする。 

     競技出走時は安全性について充分に配慮した服装で臨まなければならない。 

 

 

３．日程 日程と申し込み先 

 

第１戦 ５月４日    SUGAO 

    〒377-0394 吾妻郡東吾妻町須賀尾 2004-1 ユモト自動車内 担当：中井 

    TEL：0279-69-3858 FAX：0279-69-3885 e-mail：yumotoji@chive.ocn.ne.jp 

      

     第２戦 ６月１日    NUTS 

    〒371-0854 前橋市大渡町 1-20-15 大場モータース内 担当：並木 

    TEL：027-252-6674 FAX：027-251-2302 e-mail：aae36460@pop21.odn.ne.jp 

 

第３戦 ８月１０日   チーム侍 

〒254-0013 神奈川県平塚市田村 ７-２０-2-501    永山 浩之  

    TEL : 090-2310-6933 FAX：0463-54-6030 e-mail： 

 

第４戦 8 月 24 日   R.T.くれさか 

    〒377-0415 吾妻郡中之条町横尾 3277-8  塩原 英俊 

    TEL：090-7818-9575 FAX：0279-75-6778 e-mail：daidou254@yahoo.co.jp 

 

第５戦 １１月３０日  CB.F.C 

    〒377-0203 渋川市吹屋 170-5 ガレージ CB スポーツ内 担当：岡崎 

    TEL：0279-60-8555 FAX：0279-60-8556 e-mail： cbsports@bay.wind.ne.jp 

 

    第６戦 １２月１４日   主催者合同 

     フェスティバル ＆ シリーズ表彰式 

      （走行会とシリーズ表彰式を行います。詳細は後日ご案内いたします。） 

      ３戦以上出場の選手は、無料招待。 （３戦未満の選手も参加できます。） 

 

 

４．合同練習会  ５月 ３日 （走行会、同乗走行体験、懇親パーティー、その他イベント） 

問い合わせ：SUGAO 

    〒377-0394 吾妻郡東吾妻町須賀尾 2004-1 ユモト自動車内 担当：中井 

    TEL：0279-69-3858 FAX：0279-69-3885 e-mail：yumotoji@chive.ocn.ne.jp 

 

 

５．シリーズ問い合わせ先 

     ＣＢ．Ｆ．Ｃ 

       〒377-0203 渋川市吹屋 170-5 ガレージ CB スポーツ内 担当：岡崎 

    TEL：0279-60-8555 FAX：0279-60-8556 e-mail： cbsports@bay.wind.ne.jp 

 

 


