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第２章 競技に関する規則
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⼤会公⽰
本⼤会は、⼀般社団法⼈⽇本⾃動⾞連盟(ＪＡＦ)の公認のもと、国際⾃動⾞連盟(ＦＩＡ)の国際モーター
スポーツ競技規則とその付則に準拠した⼀般社団法⼈⽇本⾃動⾞連盟(ＪＡＦ)の国内競技規則とその付
則、並びにそれらに準拠した富⼠スピードウェイ⼀般競技規則、富⼠チャンピオンレースシリーズ規則
および本競技会特別規則書に従い準国内競技として開催される。
なお、本競技会特別規則に規定されていない条項は、富⼠スピードウェイ⼀般競技規則書に従うものと
する。
太字下線は昨年からの変更点
第１章 総則
第１条 競技会の名称

2019 富⼠チャンピオンレースレースシリーズ 第 4 戦

L1 シリーズ「Womenʼs GT」

第２条 競技種⽬及び格式
四輪⾃動⾞によるレース
第３条 オーガナイザー
〈主催〉
■富⼠スピードウェイ株式会社
〒410-1307 静岡県駿東郡⼩⼭町中⽇向 694
TEL 0550-78-1234
FAX 0550-78-0205
代表者 原⼝ 英⼆郎
■FISCO クラブ（FISCO-C）
〒102-0074 東京都千代⽥区九段南 2-3-18
TEL 03-3556-8511
FAX 03-3556-8518
会 ⻑ ⽥中 有光
主管：富⼠スピードウェイ株式会社
〈共催〉
■Love drive 株式会社
〒106-0032 東京都港区六本⽊ 7−11−24
TEL:03−6455−4390 FAX：03−6455−4394 代表取締役 ⽯崎 順⼦
第４条 開催⽇程
2019 年 9 ⽉ 22 ⽇（⽇）
※スケジュールの詳細は公式通知に⽰す。
第５条 開催場所
名 称：富⼠スピードウェイ 国際レーシングコース
所在地：静岡県駿東郡⼩⼭町中⽇向 694 TEL 0550-78-1234
⻑ さ：1 周 4,563ｍ
レースの⽅向：右回り
第６条 競技会主要役員
公式通知に⽰す。
第７条 レースの形式
周回数 10 周のレースとする。
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FAX 0550-78-0205

第８条 クラス及び、参加⾞両規定
Womenʼs GT
1．本レースに参加する車両は、国内競技車両規則第3編第5章スピードＳＡ車両規定または第7章スピー
ドＢ車両規定に適合したものとする。
2．上記1．に加え、6点式以上のロールケージおよび4点式以上の安全ベルトの装着が義務づけられる。
※参加車両は車種やスペックにより、主催者が参加クラスを振り分けます。
■GT L1 クラス 2000cc 以上(86/BRZ、NC ロードスター、その他オーガナイザーが認めた NA で 2000cc
以上に相当する⾞両)
• トヨタ・86 Racing（⾞両型式 ZN6）及びスバル BRZ RA Racing（⾞両型式 ZC6）については、ト
ヨタカーズ・レース・アソシエーション（T,R,A）発⾏の GR 86/BRZ Race シリーズ規則に定める
⾞両規定を適⽤された安全な⾞両とする。
• マツダ・ロードスター（⾞両型式 NCEC）については、DO モータースポーツアソシエーション
（DMA）発⾏の 2019 年富⼠チャンピオンレースに定める⾞両規定を適⽤された安全な⾞両とす
る。
■GT L2 クラス 1500cc 以上 2000cc 未満 (NA、NB、ND ロードスター、その他オーガナイザーが認め
た NA で 1500cc 以上、2000cc 未満に相当する⾞両)
• マツダ・ロードスター（⾞両型式 NA6CE、NA8C、NB6C、NB8C）については、DO モータースポ
ーツアソシエーション（DMA）発⾏の 2019 年富⼠チャンピオンレースに定める⾞両規定を適⽤さ
れた安全な⾞両とする。
• マツダ・ロードスター（⾞両型式 ND5RC）については、DO モータースポーツアソシエーション
（DMA）発⾏の 2019 年富⼠チャンピオンレースに定める⾞両規定を適⽤された安全な⾞両とす
る。
■GT FF クラス 1500cc 未満の FF(デミオ、Vitz、アクア、N-ONE その他オーガナイザーが認めた NA
で 1500cc 未満の FF に相当する⾞両)
• マツダ・デミオ（⾞両型式 DE5FS、DJ5FS、DJLFS）については、2019 年富⼠チャンピオンレー
スに定める⾞両規定を適⽤された安全な⾞両とする。
• トヨタ・Vitz（⾞輌型式 NCP131、NCP91）については、トヨタカーズ・レース・アソシエーショ
ン（T,R,A,）発⾏の TOYOTA GAZOO Racing Netz Cup Vitz Race シリーズ規則及び TOYOTA
GAZOO Racing Rally challenge に定める⾞両規定を適⽤された安全な⾞両とする。
• トヨタ・アクア（⾞両型式 NHP10）については、TOYOTA GAZOO Racing Rally challenge に定め
る⾞両規定を適⽤された安全な⾞両とする。
• ホンダ・N-ONE（⾞両型式 DBA-JG1）については、HONDA 2019 N-ONE OWNERʼS CUP に定め
る⾞両規定を適⽤された安全な⾞両とする。
■GT オープンクラス 2001cc 以上 (オーガナイザーが認めた NA で 2001cc 以上に相当する⾞両)
• 上記に当てはまらない⾞両
※全クラスとも、本⼤会特別規則書に規定された事項は本書が優先される。
第９条 参加受付及び、決勝出⾛台数
受付台数：決勝台数 54 台：45 台
（全クラス合計台数）
※ただし、各クラスの参加受付台数は主催者の判断により変更する場合がある。
第１０条 参加ドライバーの資格
2019 年富⼠チャンピオンレースシリーズ規則第 8 条を満たす⼥性ドライバーへ資格を適⽤する。
第１１条 ドライバーの装備品
2019 年富⼠チャンピオンレースシリーズ規則第 9 条を満たす装備品を適⽤する。
第１２条 ピットクルー
富⼠スピードウェイ⼀般競技規則書 第 6 条 ピットクルーに従うこと。
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第１３条 参加申込
１ 申込期間

：

２ 申込先

：

３ 参加料

：

２０１9 年 7 ⽉ 24 ⽇（⽔）〜9 ⽉ 6 ⽇（⾦）
早期割引期間は 7 ⽉ 24 ⽇（⽔）〜8 ⽉ 23 ⽇（⾦）
⼀般社団法⼈ WOMEN IN MOTORSPORTS ホームページから画⾯の⼿順に沿
って申し込むこと。
申し込みフォーム
https://www.womeninmotorsport.jp/
⼀般社団法⼈ WOMEN IN MOTORSPORTS レース事務局
TEL：03-6455-4390
FAX：03-6455-4394
通常￥４８，０００
早期￥３８，０００
シリーズ割引￥７６，０００(L1 Womenʼs GT 及び Womenʼs ラリーin 恵那の両⼤会
にシリーズエントリーされる⽅で 8 ⽉ 23 ⽇までにお振込みの⽅へ適⽤)※L1 Womenʻs ラ
リーin 恵那 サービス料込み

４ ⾞両の名称
５
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：

15 ⽂字以内とし、⾞名には必ず◯◯◯ロードスター等正式⾞名を含めなけれ
ばならない。（◯◯NC など正式⾞名を含まないものは不可。）
エントラント ： エントラント名はエントラントライセンスに記載されている通りに記⼊する
こと。エントラントライセンスを所持していない場合は、JAF 競技ライセン
スに記載の⽒名を記⼊すること。誤字などの間違いが確認された場合、変更
⼿数料が発⽣する。
参加申し込み
： 参加申込みは下記の書類に完全に記⼊した上で参加料を添えて⾏なわれなけ
ればならない。参加料は銀⾏振り込みまたはホームページに沿って納付する
こと。銀⾏振り込みにて納付する場合は、振込みを証明するものを参加申込
書に添付しなければならない。証明書等の添付が無く⼊⾦が確認できない場
合は、別途、参加料を申し受けるものとする。
※振込⼿数料はご負担下さい。
①参加申込書
②保険加⼊申告書（有効な保険に加⼊している者）
③⾞両仕様書
④⾞検証コピー
送付先：info@womeninmotorsport.jp へスキャンデータもしくは上記書類の
写真をメールに添付しお送り下さい。
振込先
： ⾦融機関名：三菱東京 UFJ 銀⾏ 勝川⽀店
⼝座番号：普通０１６４４７３
⼀般社団法⼈ WOMEN IN MOTORSPORTS
※振込みの際、⽒名・クラス・参加申込書に記載のゼッケンを明記するこ
と。(例：富⼠花⼦
ＶＩＴＺ
１００ ）
オーガナイザーは、参加受付に係る締切⽇を短縮または延⻑する場合がある。
オーガナイザーは、参加台数の増減について調整することができる。

第１４条 参加受理、参加拒否
１ 参加申込み者に対し、原則として締切り後２週間以内に参加受理または参加拒否が通知される。
２ 参加受理後、参加を取り消す申込者には参加料は返還されない。
３ オーガナイザーは、理由を⽰すことなく、参加の正式受理を拒否することができる。
第１５条 保険申請
１ ドライバーは、900 万円以上、ピットクルーは、400 万円以上の有効な保険に加⼊していなければ
ならない。参加者は加⼊している事実を参加申込書に定められた書式によって申告するものとす
る。申告の無い者の競技会への参加は認められない。ただし FISCOO ライセンス所持者に関して
はドライバー、メカニック問わずレースに有効な保険が適⽤される。
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第１６条 賞典
１）各大会賞典
①今大会の各クラス別賞典は下記の通りとする。
1 位：トロフィー ／ BRIDGESTONE タイヤ 1Set
2 位：トロフィー
3 位：トロフィー
②各⼤会賞典は、各クラスの決勝出場台数により、賞の制限を⾏う。⼊賞は 6 位を超えない出⾛台
数の 50％（単数切り捨て）とし、1 台の場合には賞典は⽤意されない）とする。
２）L1 シリーズ（「Women's GT」及び「Women's RALLY」の参戦において各クラス６位までに⼊った
ドライバー及びコ・ドライバーには下記の表に基づいてシリーズポイントが与えられる。
順位

1位

2位

3位

4位

5位

6位

ポイント

20 点

15 点

12 点

10 点

8点

6点

※上記ポイントは当該レース順位認定者のみに与えられるが、参加台数が少ない場合には賞典の制限を
準⽤した順位までポイントを与える
※獲得したすべてのポイントが有効ポイントとなる。
※複数のドライバーが同⼀の合計ポイントであった場合、以下の基準に基づき上位者を決定する。
1、⾼得点を得た回数の多い順に決定する。
2、上記の回数も同⼀の場合、以下の順をもって順位を決定する。
①最終戦における得点。
②最終戦の前の協議会における得点。
③以下同様に遡って順位が決まるまで続ける。
3、シリーズ賞典について年間の獲得ポイント数が多いドライバーにトロフィーを授与する。
①シリーズチャンピオンの別賞典は下記の通りとする。
1 位：トロフィー／JAL 国際線航空券／BRIDGESTONE タイヤ 1Set
第１７条 広告スペース及びゼッケン番号
２０１９年富士チャンピオンレース特別規則書第１６条参加車両の競技車両番号を適用する。

第２章 競技に関する規則
2019 年富⼠チャンピオンレース特別規則書 第２章 スプリントレース規定を適⽤する。
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