
1. 開催日／申込期間 

開催日 ： 2018 年 5 月 13 日(日) 

申込期間 ： 4 月 9(月)～5 月 1 日(火) 

         ※早割期間 4 月 20 日まで（に着金の方） 

 

2. 開催場所･競技内容 

つま恋リゾート彩の郷 カート場 

静岡県掛川市満水２０００ 

軽自動車によるジムカーナ競技 

（練習：1 本 公式トライ：2 本） 

 

3. 参加可能な車両 

・日本国内で販売されている軽自動車 

・富士Ｋ４ＧＰ規格のＲ車両 

※クラス分け、使用できるタイヤについては、別掲の「クラス

分け」、「使用できるタイヤについて」をお読み下さい。 

 

4. 参加資格 

・公安委員会発行の運転免許証を有している方 

・主催者の指示に従える心身ともに健康な方 

・競技ライセンスは不要です 

 ジムカーナ競技に初めて参加の方大歓迎 

 性別は問いません。女性、若者は割引き有り。 

 (未成年者は親権者の同意,署名が必要です) 

 

5. 参加申込み方法 

①参加期間中に下記事務局まで参加申込書を郵送または

ＦＡＸでお送り下さい。 

②参加費用を申込送付から 3 日以内にお振込み下さい。 

【振込先】磐田信用金庫 本店営業部 普通 

      5059582 カ）ジーティー カープロデュース 

※参加申込書と振込みが揃った時点で申込完了となりま

す。 

※早割を使う方は振込期限にご注意下さい 

 

6. 参加料 

初めてクラス・・・10,000 円（早割 1,000 円引き） 

その他のクラス・・・12,000 円（早割 1,000 円引き） 

(金額は全て消費税込で、昼のお弁当は付きません) 

■その他割引き制度 

・女性割引き 4,000 円 

・ﾔﾝｸﾞ割引き 4,000 円（ｲﾍﾞﾝﾄ当日に 22 歳未満の方） 

※女性割引きとヤング割引きはどちらか一つしか使えませ

ん。 

※早割りは、女性割りまたはﾔﾝｸﾞ割りと併用可能。 

例）20 歳の人がエントリー初日に「初めてクラス」に申し込ん

だ場合の参加費 

10,000 円-4,000 円-1,000 円＝5,000 円 

7. 競技に必要な装備 

 ヘルメット(ジェットヘル可、半キャップ等の頭部全面を覆わ

ない物は不可)、グローブ、長袖、長ズボン、運転に適したシ

ューズ、ビニールテープ（ｾﾞｯｹﾝ張布,ﾊﾞｯﾃﾘｰ絶縁等)、3 点式

以上のシートベルト 

 

8. タイムスケジュール (予定) 

7:00     ゲートオープン 

7:15～7:35 参加受付 

7:30～8:15  コースオープン完熟歩行 

8:20～8:40 ドライバーズブリーフィング 

9:00～   競技開始 

①走行練習 ②公式走行 1 本目 ③公式走行 2 本目 

※当日はカート、ミニバイクとのコラボイベントとなるため、ス

ケジュールの途中途中にカートやミニバイクの走行が入るこ

とをご了承下さい。 

 

9. 順位決定 

 公式トライ 2 本のうち、走行タイムが少ない者を上位とし、

クラスごとに表彰する。 

※「初めてクラス」は表彰がありません 

 

 

【参加申込先・問合先】 

〒４３８－００７３ 

静岡県磐田市二之宮東１４－１７ 

(株)ＧＴ ＣＡＲプロデュース つま恋ジムカーナ事務局 

電話 0538-37-6677 FAX0538-37-6678 

e-mail：info＠gt-prodhuce.com 

 

受理書はエントリー集計後に一括発送します。 

おおよそ開催日の 3 日前に到着予定です。
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■クラス分け  ※後述の「参加クラスについての補足」「使用出来るタイヤについて」も合わせてお読み下さい 

 クラス名 ナン 

バー 

エンジン 

吸気方式 

タイヤ 

※次頁参照 

ＬＳＤ ｵｰﾊﾞｰ 

ﾌｪﾝﾀﾞｰ 

備考 

1 初めてクラス 有り 問わず ｾｶﾝﾄﾞまで ＯＫ 不可 初めてスポーツ走行する

方、またはそれに準ずる

方。表彰はありません。 

2 ﾚﾃﾞｨｰｽ 有り 問わず ﾊｲｸﾞﾘｯﾌﾟ可 ＯＫ 不可 女性ドライバーのみ 

3 NA ﾋﾞｷﾞﾅｰ 有り ＮＡ ｾｶﾝﾄﾞまで 不可 不可  

4 NA ｴｷｽﾊﾟｰﾄ 有り ＮＡ ﾊｲｸﾞﾘｯﾌﾟ可 ＯＫ 不可  

5 ﾀｰﾎﾞ ﾋﾞｷﾞﾅｰ 有り 過給器付 ｾｶﾝﾄﾞまで 不可 不可  

6 ﾀｰﾎﾞ ｴｷｽﾊﾟｰﾄ 有り 過給器付 ﾊｲｸﾞﾘｯﾌﾟ可 ＯＫ 不可  

7 Ｄ 問わず 問わず Ｓﾀｲﾔ可 ＯＫ ＯＫ  

8 Ｒ 問わず 問わず Ｓﾀｲﾔ可 ＯＫ ＯＫ ﾊﾟｲﾌﾟﾌﾚｰﾑの車両。排気量

は富士Ｋ４ＧＰに準ずる。 

＃ 軽ﾄﾗ・ﾊﾞﾝ 別表「軽トラ・バンクラス分け」を参照のこと 

 

■軽ﾄﾗ・ﾊﾞﾝｸﾗｽ分け  ※後述の「参加クラスについての補足」「使用出来るタイヤについて」も合わせてお読み下さい 

 クラス名 ナン 

バ- 

エンジン 

吸気方式 

タイヤ 

※次頁参照 

LSD ｵｰﾊﾞｰ 

ﾌｪﾝﾀﾞｰ 

備考 

9 軽ﾄﾗ・ﾊﾞﾝ NA ﾋﾞｷﾞﾅｰ 有り ＮＡ ｾｶﾝﾄﾞまで 不可 不可  

10 軽ﾄﾗ・ﾊﾞﾝ NA ｴｷｽﾊﾟｰﾄ 有り ＮＡ ﾊｲｸﾞﾘｯﾌﾟ可 ＯＫ ＯＫ  

11 軽ﾄﾗ・ﾊﾞﾝﾀｰﾎﾞ 有り 過給器付 ﾊｲｸﾞﾘｯﾌﾟ可 ＯＫ ＯＫ  

・軽トラはカタログ車高 160cm 以上、軽バン（ワゴン）は 170cm 以上の車両が参加出来ます。 
・Ｋトラワールドシリーズ 2017 のクラス分けとは異なります。トラックもバンも同一のクラスです。 
・車両規則はＫトラワールドシリーズのものではなく、当シリーズのクラス分けの規定を満たしていればＯＫです。 
・タイヤ／ホイールは（オーバー）フェンダーからはみ出さないようにして下さい。 
（Ｋトラワールドレギュレーション → http://www.gt-produce.com/kcar/2017/03/2017-1.html） 
・ナンバー無しの軽トラック・バンはＤクラスでの参加となります。 

 

■参加クラスについての補足 

・同一車両の重複参加は３名までとします。（エントリー代は 1 名ごとにかかります） 
・新規格／旧規格、駆動方式によるクラス分けはありません。 
・EV 車は NA クラスとなります。 
・「ナンバー有り」とは保安基準適合車両を指し、車検に合格し公道を走行することが出来る軽自動車規格車
両のことを指します。 
・屋根がオープンになる車両では、4点式※３以上のロールバーを装着している場合に限り、屋根をオープンに
して走行できます。（※３：Ａピラー側にバーがあるタイプのスチール製４点式以上に限る。リヤ 4 点式、ヘッド
レスト後に有る純正ロールバー、ファッションバーは不可。） 
・女性ドライバーはレディース以外のクラスへの参加も可能です。 



■使用出来るタイヤについて 
クラスによって使用出来るタイヤが決められています。 
①「セカンドまで」のクラスは、下表の「Ｓタイヤ」「ハイグリップラジアルタイヤ」に該当するタイヤは使用出

来ません。下表に載っていない、通称「セカンドラジアルタイヤ」のみ使用出来ます。 
②「ハイグリップ可」のクラスは、下表の「Ｓタイヤ」に該当するタイヤは使用出来ません。下表の「ハイグリッ

プラジアルタイヤ」または下表に載っていない「セカンドラジアルタイヤ」が使用出来ます。 
③「Ｓタイヤ可」のクラスは、下表の「Ｓタイヤ」「ハイグリップラジアルタイヤ」ならびに、下表に載っていない

「セカンドラジアルタイヤ」を使用することができます。 
 

【表１】  

メーカー Ｓタイヤ ハイグリップラジアルタイヤ 

ブリヂストン（POTENZA） RE-11A 2.0、RE-11S、RE55S、RE540S、

RE520S 

RE-71R、RE11-A、RE-11、RE-01R、RE-01 

ヨコハマゴム（ADVAN） A050 、A049、A048 、A039、A038 、A032、

A021 

A052、AD08R、AD08、AD07、AD06 

ダンロップ(FORMULA-R、

DIREZZA) 

03G、β02、RSV98、02G、D01J、D98J、

D93J 

ZⅢ、ZⅡ、ZⅠ （いずれもｽﾀｰｽﾍﾟｯｸを含む） 

トーヨー（PROXES） R888R、 R888、R881、08R 、ＦＭ9R R1R 

ファルケン Ｓタイヤ該当無し RT615K、RT615、RT215 

ＧＯＯＤ ＹＥＡＲ Ｓタイヤ該当無し ｲｰｸﾞﾙ RS ｽﾎﾟｰﾂ 

クムホ V710 V700 

ハンコック Z221 R-S3 

フェデラル 595RS-RR 595RS-R 

ＡＴＲ 該当無し K SPORT 

ナンカン AR-1 NS-2R 

ネクセン 該当無し 該当無し 

ゼスティノ 該当無し 07R*、07A 

ＶＩＴＯＵＲ 該当無し 該当無し 

※上記以外のタイヤでも、主催者の判断でＳタイヤまたはハイグリップタイヤに該当するとみなす場合があります。 

※新発売のタイヤで判断が付かない場合は、必ず主催者まで問合せて下さい。 

 

 


