2018.2.19 更新

のんほいサーキット 2 周年記念イベント
NONHOI ＧＰスプリントシリーズ 2018 第 3 戦
NONHOI ＧＰ耐久シリーズ 2018 第 1 戦

１ 参加対象
１5歳以上でのんほいサーキットライセンスを所持していてグレードAの方。
２ 開催日

2018年3月24日（土）

３ 当日のタイムスケジュール
※参加台数により変更になる場合があります
9：00
ゲートオープン
9：10
スプリント 受付・抽選
9：30
ドライバーズミーティング・ドライバー計測
9：50
予選タイムアタック ５分 A→B→C→Ｄ
10：40
決勝スプリント
15Lap Ｄ→Ｃ→B→A
11：30
11：30～12：10 昼休み
12：10
耐久 受付・抽選・ドライバー計測
12：30
ドライバーズミーティング
12：50
予選タイムアタック 10 分 A→B
13：30
決勝 耐久 60 分 Ｂ
14：40
決勝 耐久 60 分 Ａ
15：50
ＥＶカート・スペシャルステージ（雨天中止）
16：10
表彰式
16：00
ゲートクローズ
４ エントリーについて
エントリー受付期間 スプリント：全戦終了から3日前まで先着32名
耐久：1/26から3日前まで先着16チーム
(追加で当日まで受付の場合有り) 最低開催台数6台（満たない場合は
不開催）
エントリー方法
のんほいサーキットの受付又はFAX（0532-43-6202）にて
エントリー用紙を提出し確認が取れた時点で受付となります。
メール（taniguchi@nonhoi-circuit.com）でのエントリーも可能で
す、メールの場合はエントリー日にち・氏名・住所・電話番号を記載
してください。
返信メールを送った時点でエントリー受付となります。
FAX及びメールの場合はFAX・メール後にのんほいサーキットに電話
で確認をお願いします（0532-43-6201）
※ホームページにてエントリ―用紙をダウンロードできます。
※電話のみのエントリーは受付できません。
※SWS(SodiWorldSeries)の事前登録が必要になります。詳しくはス
タッフにお問合せ下さい。

エントリー費用

スプリント：￥3,000（サーキット使用料￥2000+レース参加費
￥1,000）キャンセル料：3日前から￥1.000
耐久：１チーム/￥１2.０００ エントリーフィーは開催当日受付にて
お支払いをお願いします。
（内訳 サーキット使用料￥9,000+レース参加費用￥3,000）
キャンセル料：3日前から￥3.000
雨天の場合もレースは開催されます。但し雨量によっては事務局の判
断でレース短縮・中止・中断等がある場合があります。暴風雨や大雨
警報発令時の場合は中止します。

スプリントカップ
1 予選タイムアタック
各戦毎に予選タイムアタック（５分間）を行い、決勝レースのクラス分け及びスターティンググ
リッドを決定いたします。ベストタイムが同タイムの場合はセカンドベストタイムで決勝の順位
を決定いたします。
使用するカート、予選グループは当日抽選によって決定されます。
2 決勝レース
各決勝レースは各グループ最大8台、最低4台となる組み合わせとなります。
スタートはスタンディングスタートもしくはローリングスタート。
使用するカートは各戦毎に抽選によって決定します。
3 その他注意事項
レースイベント（スプリント・耐久）に参加される方の装備品はヘルメット フルフェイス又は
ジェット型（共にシールドは必備）長袖・長ズボン・グローブの着用が義務付けとなります。
レース当日はピットロード内にスピード抑制の為のパイロンシケインを設置しますのでパイロン
にタッチしない様に走行して下さい。
コースインする際は必ず１コーナー出口までホワイトラインの左側をキープして走行する事。
※コースに合流する際、コースを走行しているカートが優先となります。
上記の違反行為又はプッシング、幅寄せなどの危険行為はペナルティーの対象となります。
4 賞典
各決勝 1～3位

賞品

5 シリーズポイント
ＳＷＳポイントに準ずる（全戦有効）
シリーズポイントは決勝のスタートを切った方に与えられます。
※シリーズ上位6名は年間表彰いたします。（8戦以上参加された方が対象）
※シリーズチャンピオンは次年度のエントリー全戦無料ご招待
6 キャリーウエイト制
８０㎏（ドライバー装備品込み（ヘルメットなど走行時の状態））に合わせて予選、決勝共にウ
エイトを搭載（2.5 ㎏内で四捨五入）
最台３０㎏
例１ ６５㎏の人→１５㎏ウエイト搭載
※女性は一律６５㎏で計算（希望の場合は計量も可能）
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※ウエイトはセルフで搭載して下さい→スタート前にチェック→走行後はセルフで戻して下さ
い。
※ドライバー装備品込みの計量になります（ヘルメット・グローブ・服装・シューズ・ネックガ
ード・リブプロテクター）
※不正行為が確認された場合は当該レース失格となります。
※カート装備品（既成・自作シートクッション）は計量の対象外とさせていただきます。
※レース開催日の１週間前の土曜日～レース前日の営業終了まで、レース参加者のみ、ウエイト
を積んだ練習を可能とさせていただきます。
※必ず指定したカラーのウエイト数を搭載してください。指定色以外の組み合わせは不可。
7 ウエイトハンデ制

シリーズ戦にてＡ決勝１位・２位・３位の方は次戦のみウエイトハンデを設ける
事とする。
そのウエイトハンデは次回レースに参加するまで有効となります。
Ａ決勝 １位 +7.5 ㎏
Ａ決勝 ２位 +5 ㎏
Ａ決勝 ３位 +2.5 ㎏
※搭載できるウエイトはキャリーウエイト+ウエイトハンデで 30 ㎏までとする。

耐久カップ
1 使用するカートは当日抽選によって決定されます。
【予選】受付時に予選のグループとマシンの抽選を行います。【決勝】予選終了後にマシン抽選
を行います。
2 予選タイムアタックについて
予選は10分間のタイムアタックを行いチームのベストタイム順で決勝レースのグループ分けとス
ターティンググリッドとなります。
ドライバー交代は自由
決勝のグループ分けはA決勝が最大で8チーム、B決勝が最低4チームとなる組み合わせ
3 決勝レースについて
決勝は６０分間の耐久レースでル・マン式となります。
4 ドライバーチェンジ・ピットインについて
●決勝で5回以上のピットイン（ドライバー交代）が必要となります。
●スタート直後の各自の１周目はピットインが出来ません。２周目以降に行って下さい。
●ピットのプラットホームに入れるのは交代するドライバーのみとなります
●サインボードは当日指定されたエリアで安全に注意して出してください。（各チーム1名のみ
サインボードエリアに入れます）
●PIT入口の一時停止ラインにて一時停止を行ってください。
※前方に一時停止を行っているカートがいる場合は、後方で待機し前のカートが進んだ後に停止
ラインまで進み一時停止を行ってください。
●ドライバーチェンジは1番ピット以降、４台分の停止スペースの空いている所に自由に停車、
エンジンを停止して左側に降り、交代ドライバーは左側から乗り込む事。ピットに４台停止中、
５台目以降は一時停止ラインより進入はできません、黄旗が上がるまでお待ちください。
ピットアウトは後ろからくるカートが優先です、後方確認の徹底をお願い致します。
●ドライバー交代の際は交代するドライバーのみ、シートベルト着用や装備などの補助ができま
す。
●再スタートの際、乗車したドライバー以外はカート及びドライバーに触れる事はできません。
（カートを押すことはできません）
●ピット出口はホワイトラインの左側をキープして走行する事。(合流時はコースを走行している
カートが優先となります)
●ピット入口はレース終了３分前にクローズとなります。（３分前までにPIT入口の一時停止ラ
インを通過した場合のみ有効）
●上記の違反及びプッシング、幅寄せなどの危険行為はペナルティーの対象となります。
ペナルティによるピットインは義務ピットインの回数には含まれません。ドライバー交代や作
業も不可。
5 キャリーウエイト制
チームの平均体重８０㎏（ドライバー装備品込み（ヘルメットなど走行時の状態））に合わせて
予選、決勝共にウエイトを搭載（2.5 ㎏内で四捨五入）最大３０㎏まで
例１ 平均６５㎏のチーム→１５㎏ウエイト搭載
※女性は一律６５㎏で計算（希望の場合は計量も可能）
※ウエイトはセルフで搭載して下さい→スタート前にチェック→走行後はセルフで戻して下さ
い。
※ドライバー装備品の計量になります（ヘルメット・グローブ・服装・シューズ・ネックガー
ド・リブプロテクター）

※不正行為が確認された場合は当該レース失格となります。
※カート装備品（既存・自作シートクッション）は計量の対象外とさせていただきます。
※レース開催日の１週間前の土曜日～レース前日の営業終了まで、レース参加者のみ、ウエイト
を積んだ練習を可能とさせていただきます。
※必ず指定したカラーのウエイト数を搭載してください。指定色以外の組み合わせは不可。
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6 賞典
各決勝1～3位 賞品
7 シリーズポイント
ＳＷＳポイントに準ずる（全戦有効）
※ポイントは決勝のスタートを切ったチームに与えられます。
※シリーズ上位6チームは年間表彰いたします。（4レース以上に出場のチームが対象）
※シリーズ対象は SWS 登録のチーム代表者が 4 レース以上に出場のチームが対象
12 ウエイトハンデ制

シリーズ戦にてＡ決勝１位・２位・３位のチームは次戦のみウエイトハンデを設け
る事とする。
そのウエイトハンデは次回レースに参加するまで有効となります。
Ａ決勝 １位チーム +7.5 ㎏
Ａ決勝 ２位チーム +5 ㎏
Ａ決勝 ３位チーム +2.5 ㎏
※搭載できるウエイトはキャリーウエイト+ウエイトハンデで 30 ㎏までとする。
のんほいサーキット
TEL 0532-43-6201 E-mail / mail@nonhoi-circuit.com

