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【開催コンセプト】 

M4 カートレースレンタルは、カートのレースを「安全に楽しく完走する」ことを目的に開催して

おります。「勝負にこだわる」「マナーが悪い」「イベント主旨を理解できない」方の参加はご遠

慮いただいております。規則を守り、1 日を楽しく過ごしていただきますようご協力をお願いし

ます。 

 

【開催に関する項目】 

1） 日程 

   2014 年 7 月 6 日（日） 

2） 開催場所 

オーシャンカートランド（佐賀県佐賀市大和町大字 松瀬苔谷 4248-25） 

3） 主催者 

有限会社ケーアールピー（京都市伏見区下鳥羽長田町 161） 

4） 開催クラス 

・	 M4 クラス（ビレル N35／ヤマハ MZ200／ダンロップ DF2） 

※	 全て主催者が用意するレンタル車両とします。 

※	 雨天時においてもレインタイヤは装着しません。但し、安全に走行できないと判断 

された場合は、レースの短縮・中止の措置を取ることがあります。 

5） レース時間 

・	 耐久レース（2 時間） 

・	 スプリントレース（12 周）×2 回 

※	 その他レースの詳細は当日のブリーフィングにてご案内いたします。 

※	 いずれか一方のみの参加 OK です。 

6） 参加資格 

・	 原則 18 歳以上で普通運転免許証所持者または主催者が参加を認めた者 

・	 M4 カートレースの大会コンセプトを理解している者 

（勝負にこだわる・マナーが悪い・イベント主旨を理解できない者は参加できません） 

・	 耐久レースのチーム構成は 1 チーム 2 名以上 

※	 18 歳未満のドライバー参加については、イベント主旨を理解いれば 1 チームに付き 

1 名まで参加を認めます（勝つためへのジュニアの参加は認められません）。 

なお、その場合は 3 名以上のチーム構成（大人を 2 名以上）にして下さい。 



※	 ジュニア選手は必ず保護者または親権者同伴で現地にお越し下さい。 

7)  ドライバー装備 

レーシングカート用スーツもしくは 4 輪レース用レーシングスーツもしくはメカニックスーツ

（長袖で厚手の布つなぎ）を推奨、くるぶしまで覆う靴、滑り止めの着いた手袋、シールド

の付いたフルフェイス型のヘルメットを着用して下さい。 

※	 長袖・長ズボンでも参加できますが、安全のためつなぎタイプの服装を推奨します。 

※	 フルフェイス型以外のヘルメットは着用できません。 

※	 装備品はドライバーご自身でご用意下さい。 

8) グリッド数 

・	 最大 25 台（変更する場合があります） 

9) 申込方法 

・	 直接コースにお申し込みください 

10) 参加費 

・	 耐久レース 1 チーム 29,800 円（税込） 

・	 スプリントレース 1 名 8,000 円（税込） 

※	 参加費にはカートレンタル代、練習走行費、ガソリン代が含まれます。 

11) 受付対応期間 

2014 年 6 月 9 日（月）〜7 月 3 日（木）または完売になるまで 

12) 開催の有無およびキャンセル 

レースは雨天決行とします。但し、安全に運営できないと判断された場合は、レース時間 

の短縮や順延・中止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、手数料（1,000 円）を除き参加費は返却 

されます。レース開始後（公式練習含む）は返金しません。 

13) 保険 

各ドライバーは当日主催者が用意する保険に加入することを義務とします。 

※	 保険料 1 名 1,000 円（人身および車両）。受付にてお支払い下さい。 

※	 保険料は掛け捨てタイプのものとなります。なお、保険を使用する際は一定の条件・

免責等があります。詳細は大会当日ご案内いたします。 

 

 

【耐久レースに関する項目】 

1） 車両・グリッドの決定 

・	 抽選にて決定（グリッドはゼッケンの若い順となります） 



2） スタート方法 

・	 スタンディングスタートまたはル・マン式 

※	 スタート方法の詳細は当日のブリーフィングでご説明いたします。 

3） 給油 

今大会では給油はありません（給油が必要となった場合は当日ご案内いたします）。 

4） ドライバー交代回数 

・	 全チーム 8 回以上 

※	 規定回数以下のチームはペナルティとなりますのでご注意下さい。 

5） レース終了時刻について 

スタート時刻が遅れた場合でもレース時間は 12:30 を固定とします。 

よってレース時間 が 2 時間に満たない場合があります。予めご了承下さい。 

但し、スケジュールが大幅に遅れた場合などは、別途ご案内いたします。 

 

【スプリントレースに関する項目】 

1) 車両の決定 

・	 抽選にて決定（参加者が 26 名〜50 名の場合は 2 組に分けて行います） 

2) グリッドの決定 

・	 5 分間のトライアルにて第 1 ヒートのグリッドを決定 

3) スタート方法 

・	 第 1 ヒート スタンディングスタート 

・	 第 2 ヒート ローリングスタート（グリッドは第 1 ヒートの結果順） 

4) 周回数 

・	 各ヒート 12 周のレースを行い、第 2 ヒートの順位を正式結果とします。 

5) その他 

・	 フォーメーションラップ中のタイヤヒーティングは一切禁止とします。 

 

【その他】 

レース中、接触・コースアウト・不慮のトラブルなどでカートの修理が必要になった場合、 

一旦スペアカートに乗りレースを続行し、修理後元のカートに乗るものとします。 

※	 参加台数によりスペアカートが無い場合あります。 

※	 操作ミスでカートを破損させた場合、ご加入いただく保険より修理となりますが、一

定の条件・免責等がございます。 

※	 スプリントレースでは、修理せずそのままリタイヤとさせていただきます。 



 

【賞典】 

   入賞（1〜3 位）および特別賞、エンジョイ賞、グッドマナー賞ほか 

 

【スケジュール（暫定）】 

   7:30〜 ゲートオープン 

   8:00〜9:00 参加受付 

   9:00〜9:30 ブリーフィング（全ドライバー参加） 

   9:30〜9:40 初心者レクチャー 

   9:45〜10:05 練習走行 

   10:15〜10:30 スタート進行・チーム紹介・撮影など 

   10:30〜12:30 M4 カートレース 2 時間耐久レース 

 

   12:30〜13:00 スプリントレース準備・給油など 

   13:00〜13:10 【A 組】スタート準備〜コースイン 

   13:10〜13:20       5 分間練習〜5 分間タイムトライアル 

   13:20〜13:30       結果集計／グリッド作成／発表 

   13:30〜13:40       グリッド整列 

   13:40〜13:55       第 1 ヒート（12 周） 

   14:00〜14:10 【B 組】スタート準備〜コースイン ※26 名以上参加の場合 

   14:10〜14:20       5 分間練習〜5 分間タイムトライアル 

   14:20〜14:30       結果集計／グリッド作成／発表 

   14:30〜14:40       グリッド整列 

   14:40〜14:55       第 1 ヒート（12 周） 

   15:05〜15:20 【A 組】第 2 ヒート（12 周） 

    15:35〜15:50 【B 組】第 2 ヒート（12 周） 

   16:00〜 表彰式 

※	 スケジュールは変更する場合があります。 

 

以上 


