2018 RS-CUP 中部ミニロードレースシリーズ競技規則書（5/10 付則(7)・7/3 参加料、ｼﾘｰｽﾞﾎﾟｲﾝﾄ 改訂）
01.後援：月刊ライディングスポーツ（RIDING SPORT）
02.協賛：IRC HRC 倉内ﾓｰﾀｰｽ speed Heart Y’s Factory Racing
03.主催者： AHCC（明智ヒルトップサーキットクラブ）

ほかは毎戦のプログラムにてご紹介（敬称略順不同）

明智ヒルトップサーキット内

04.開催場所：〒509-7723 岐阜県恵那市明智町大田 1101-1 明智ヒルトップサーキット
05.事務局：〒505-0046 岐阜県美濃加茂市西町 6-6
06.開催日：第１戦（３／25）

(株)岩田オート

第２戦（５／27）

℡.0573-54-3932

レース係 ℡.0574-25-8332 担当：岩田

第３戦（７／１）

第４戦（９／16）

第５戦（10／14）

07.開催クラス
クラス名

摘

要

出場可能車両

① KID’S

キッズ用バイク(ストック)＋小学生以下ライダーによるクラス

10 ｲﾝﾁ以下、50cc 未満子供用車両

② LADY’S

女性ライダーによるクラス

⑪⑫⑬及びそれらに準ずる車両

③ Jr15

満 15 歳以下ライダーによるクラス（出走日の満年齢）

⑪⑫⑬及びそれらに準ずる車両

④ B51

予選･決勝中 51 秒を２回切ったら卒業とし、年内は参加不可のクラス

⑪⑫⑬⑭及びそれらに準ずる車両（FN 可）

⑤ B49

予選･決勝中 49 秒を２回切ったら卒業とし、年内は参加不可のクラス

⑪⑫⑬⑭及びそれらに準ずる車両（FN 可）

⑥ B47

予選･決勝中 47 秒を２回切ったら卒業とし、年内は参加不可のクラス

⑪⑫⑬及びそれらに準ずる車両

⑦ B46

予選･決勝中 46 秒を２回切ったら卒業とし、年内は参加不可のクラス

⑪⑫⑬及びそれらに準ずる車両

↑④～⑦は自己申告制、2017 年以前の成績は無関係、上下クラスの重複参加も可、飛び越えての重複参加は不可
⑧ ST125

4 ｽﾄ 125cc 未満 ST 仕様車によるクラス

桶川ｲﾝﾎﾟｰﾄﾐﾆ等と同等又は類似

⑨ 4st50

ホイール径･排気量･メインフレーム変更不可の４スト改造クラス

４ｽﾄ 50cc 未満改造車両（10/12 ｲﾝﾁは制限あり）

⑩ MBR

IRC タイヤ装着車によるクラス

⑪⑫⑬及びそれらに準ずる車両

⑪ GROM

HRC GROM ＋市販 GROM＋Z125 などによるクラス

HRC GROM Cup 対象車両＋それに準ずる車両

⑫ NSF100

NSF100 HRC トロフィークラス（GC/JC 各 6 台以上は別レース）

NSF100 HRC ﾄﾛﾌｨｰ対象車両

⑬M

２ｽﾄ 50cc 未満、４ｽﾄ 100cc 未満の M 仕様車によるクラス

通称 M12、M50、M100 など

⑭ SP

２ｽﾄ 50cc 未満、４ｽﾄ 100cc 未満の SP 仕様車によるクラス

通称 SP12、SP50、SP100 など

⑮ Monster

２ｽﾄ 125cc 未満、４ｽﾄ 250cc 未満改造自由車によるクラス

150cc 未満ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑ可、150cc 以上ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑ不可

上記以外でも 5 台以上の参加が見込まれ条件が整えばリクエストクラスとして開催します。（要事前打ち合わせ）
※準ずる車両例：Z125 ⇒ GROM ｸﾗｽ、ST100⇒M ｸﾗｽ
06.参加資格 健全な心身を有するミニバイクサーキット走行経験者とし、有効な明智スポーツ安全保険(ASI)又は RSM 保険加入者とします。
07.参加受付
受付期間は開催日の５週間前から１週間前までで、申込み方法は三通りです。（締切日翌日が祝日の場合は祝日月曜日まで）
①参加申込用紙と参加料をサーキット又は事務局へ必着。（サーキットへ持参又は事務局へ現金書留郵送、サーキットへの郵送は不可）
②参加申込用紙を事務局へ FAX＋参加料を振込み(12 時間以内)。（申込用紙を当日受付へ提出すること・振込手数料は参加者が負担）
③Web エントリー＋カード決済又は振込み(12 時間以内)。（DL･署名した誓約書を当日受付へ提出すること・振込手数料は参加者が負担）
※①の場合の現金書留郵送は上記(05.)事務局宛でお願いします。（締切直前水曜日以降投函の際は速達にし、その旨電話でお知らせ下さい）
※②の FAX 番号：0574-25-8336、②③の振込先：ジャパンネット銀行スズメ支店(普通)8121643 アケチヒルトップサーキット
※②③の場合、締切日申込の振込みは翌日午前中の着金を条件とします。（締め切り後は一切受け付けません）
08.参加料
申込方法
①②

KID’S･LADY’S クラス（A）

左以外のクラス（B）

重複参加

マイポンダー

レンタルポンダー

マイポンダー

レンタルポンダー

6,000 円

7,000 円

7,000 円

8,000 円

4,000 円 (A)

6,500 円

7,500 円

7,500 円

8,500 円

5,000 円 (B)

③

※重複参加は原則２クラスまでとします、トリプル参加希望者は要相談
※東海４県（岐阜･愛知･三重･静岡）以外からの参加は上記金額の「遠征割」1,000 円引／名とする（静岡市以東、松坂市以南は遠征割適用）
09.参加受理・ゼッケン
開催日の３～５日前にはサーキット HP に参加者リストと当日のスケジュールを掲載します。HP でゼッケンとお名前を確認いただけたら参加
受理されたとご判断下さい。ネット環境等で HP をご覧になれない方は申込用紙余白部分に受理書郵送希望と明記して下さい。

Web エントリーは締め切り後受理メールを発信します。レース当日は受付でクラスとゼッケン又はお名前を告げて下さい。
ゼッケン番号は事務局が決定しますが、出来る限り希望番号(２桁まで、３桁は不可)に沿えるよう努力します。
ゼッケンはフロント＆両サイド(KIDS はフロントのみでも可)とし、参加者が用意して下さい。
ゼッケンはブロック体で下地の反対色とし、サイズ・フォントとも見易い文字にして下さい。（見難い場合は修正をお願いします）
世界 GP などで使われてる読み難いデザイン文字の模倣はご遠慮下さい。

1234567890 1234567890

見易い文字例：

（影やグデーション、縁取りは不要です）

10.計測器
計測器は MAYLAPS を使用します。マイポンダーをお持ちの方は「08.参加料」の通りレンタル料 1,000 円が必要ありません。
取付不備、マイポンダー電池切れ等で計測不能な場合は計測された周までの結果とし、原則として手集計による周回数追加はしません。
レンタルポンダーの MYLAPS を破損(修理不能)・紛失した場合は、税込 48,600 円／個の弁償金を申し受けます。
レンタルポンダー固定用 βピンは、インシュロックタイやワイヤーロックなどで、競技中抜けないようにするのが望ましい。
11.受付・車検
タイムスケジュールに副い時間厳守で受付・車検を実施します。時間に遅れると出走できません。都合が許す時(スケジュールに記載)は前日
受付・車検も実施します。前日車検を受けた車両は、その後タイヤ・オイル等許された部品交換以外の変更は禁止です。
12.公式練習・公式予選
公式練習は 5～10 分間、公式予選は 5～10 分間のタイムトライアル方式とします。参加台数が多いクラスの予選は分割して実施します。（分割
基準は 20 台以上） 予選タイムが著しく遅く、主催者が決勝出走を危険と判断した参加者は、決勝出走をお断りする場合があります。
B51/B49/B47/B46 の予選で、規定タイムを２度上回った方の決勝スタートグリッドは最後尾（逆ポールポジション）とします。
13.決勝
各クラスともフルグリッド 25 台とし、８～15 周のスプリントレースとします。周回数は左記の範囲で当日発表ですが、下表が参考基準です。
レース成立はトップが規定周回数 の 60％を超えた時点とし、赤旗中断の際は 60％を超えていれば前周の着順で成立とします。60％未満赤旗
中断の場合は、前周の着順グリッ ドでの継続レース又は再レースを実施します。
参加台数＼クラス

KIDS／LADY’S

B51～B46/4st50

その他のクラス

５台以下

７周

9周

９周

10 台以下

８周

10 周

10 周

10 周

12 周

11～20 台
21 台以上

12 周
15 周

練習・予選・決勝結果印刷物は当日貼り出し分のみとし、サーキットでの配布は実施しません。レース終了後３～４日後までにサーキット
HP へ正式結果(PDF)を UP しますので、各自 DL・印刷していただきますようお願いします。
14.競技規則
(1)ライダーの装備は革製スーツ、グローブ、ブーツ及びチンガード付ヘルメット着用とします。各装備品で主催者が著しく性能を損なっている
と判断した場合は、出走をお断りすることがあります。（※ ヘルメットリムーバーの装着を強く推奨します）
(2)各種信号旗（HP ご利用案内ページ参照）を使用します。その旗の意味を熟知し、必ず従って下さい。競技中のコースショートカットやバイパ
スの使用は禁止とし、違反者は罰則の対象になります。(故障等で押して戻る場合および役員指示の場合のみバイパスの使用を認めます)
但し、練習・予選・決勝のチェッカー（競技終了）後はコースを一周せず、バイパスに入り役員の指示に従って下さい。
(3)スタートはスタンディング(グリッド)方式とし、サイティングラップに間に合わなかったり、スタート出来なかった場合は、役員の指示 に従
い、ピットスタートとします。（ピットスタート＝18 番ピット前待機、全車が２コーナーを通過した時点でスタート）
(4)赤シグナル点灯から消灯までの間にマシンが動いた場合はフライングスタート（ジャンプスタート）と判断し、黒旗によるピット一旦停止ま
たはレース走行タイムに 30 秒加算の罰則を課します。
(5)公式練習～決勝を通じ、コーナーでは先入者を優先とし、追い抜きの際は前者を妨害してはならず、前者は後者を無理に妨害してはならな
い。直線部分での妨害行為は特に厳禁で、不要な進路変更は妨害行為とみなします。（危険な妨害行為は、主催者判断で失格とします）
(6)決勝でのダブルチェッカーは理由の如何を問わず失格です。（トップはコントロールライン通過後の電光掲示板残周回数で確認の事）
(7)いかなる場合もコースの逆走は禁止です。転倒等でコースに復帰する場合も、逆走及びショートカットは一切禁止します。
(8)転倒等でコース内に留まる際は、係員の指示がない限りヘルメット等の装備を外したりコース横断等をしてはいけません。またマシンを押し
てピットに戻る際は、コースサイド（未舗装）を通ること。役員はコースの安全確保、ライダーの安全確保のための措置はしますが、原則と
してエンジン始動等の手助けはしません。
(9) 公式練習～決勝を通じ、ライダーに関する補助等はコース役員が対応します。ピットクルー(親権者等)がコースに入った場合は罰則の対象 に
なります。（役員からの指示・許可があった場合はこの限りではありません）
(10)競技中ピットレーンより前方は作業する者以外出てはならず、靴着用とし、傘の使用及び撮影・飲食を禁止します。ライダーであっても小

学生以下は立ち入り禁止、お子様を抱いたりおぶっての作業も禁止とします。決勝スタート時は安全確保のため一時退去とし、全車が１コー
ナーに消えてから作業を開始して下さい。(プラットホームは観戦・応援場所ではありません)
但しチェッカー後(競技終了後)のウィニングラン時は解放ですので撮影も可、お子様も含め、皆さん間近でお祝いしてあげましょう。
(11)同行者は常に参加者の責任下とし、事故や施設利用方法違反等一切は参加者の責任とします。（お子様連れは特に注意して下さい）
(12)コースインはコントロール下を、コースアウトはコントロール横を使用し、競技中のパドックインは再コースイン出来ません。（修理はピ
ットレーンで）また、本コース合流の際は２コーナーのイン側は空けること。 本コースから出る際は片手を挙げるなどの合図をし、11 コー
ナーからアウト側を走行し、 ピットロードに入ることとします。（パドック内・ピットロードは最徐行厳守）
(13)車検～自己の決勝終了＋15 分間まで競技車両のパドック外持ち出し禁止(参加台数が多い際に契約ガレージは可とすることがあります)、持
ち出しはリタイヤと判断します。決勝後上位３台～６台は 15 分間の 車両保管やエンジン分解を含む再車検をさせていただくことがあります。
(14)参加者及び同行者の故意・過失により、サーキット施設に損害を与えた場合は、修理費用を実費負担していただきます。
(15)重複参加は原則２クラスまでとします。尚、上級者の中級クラス以下、中級者の初心者クラスへの参加はご遠慮下さい。
(16)フルグリッドを上回った場合は予選結果によりクラス分けをし、何らかの決勝を用意します。また参加台数の少ないクラスは、他クラスへの
編入もあります。
(17)参加者は、薬物や酒類により精神状態を取り繕ってはいけません。本人だけでなく他の参加者の安全が損なわれる可能性が高いので、レース
前夜の深酒や寝不足も厳禁です。
(18)ライダーは他の力を借りることなく出走車両を転倒状態から起こすことができ、エンジン始動ができなければならない。
(19)サイティングラップ→グリッド整列の際、チーム員がエンジン始動等補助員としてグリッドに入ることを認めます。但しウォームアップラ
ップスタート前には完全退避することとし、原則１名／台とします。
(20)上記(19)以外は、１番ピットより北側(最終コーナー側)は立入り禁止、コントロール ⇔ 事務所間のコースアウト通路も立ち入り禁止です。
(21) B51～B46 は走行中ライダーがサインボード以外でラップタイムを知り得てはならない。表示装置のある車両は、表示装置取り外し又は表
示部をガムテープで確実に覆うこと。（ガムテープは車検時スタッフが貼り付けます）
15.車両規定
別項に示す通りとします。参加者の良心に従い、拡大解釈のないようにして下さい。主催者が必要と判断した場合は再車検を実施し、再車検
によって生じる部品代等の費用は参加者の負担とします。
16.順位決定 順位決定はチェッカー優先方式とし、チェッカー旗を受けた参加者(マシン＋ライダー)を完走者とします。
17.賞典
各クラス参加台数により、下表のとおり主催者賞を贈呈します。（完走者が対象）
※2017 年まで KID’S/LADY’S は小さめの主催者賞（トロフィー）でしたが、2018 年からは全クラス同サイズの主催者賞にしました。
14 台以上 → 6 位まで

12～13 台 → 5 位まで

9～11 台 → 4 位まで

7～8 台 → 3 位まで

5～6 台 → 2 位まで

4 台以下 → 1 位のみ

RS-CUP シリーズ賞対象は B51～B46 クラス以外で、４戦以上のレース成立及び３戦以上の参加を条件とします。シリーズ賞典数は年間の出
走台数等を考慮し主催者が決定します。同ポイントの際の順位決定は上位入賞回数優先、それでも同じの場合は最終戦上位優先とします。各
戦のポイントは下表の通りとします。
４台以下は原則不成立、４台以下を他クラスと混走等で競技を実施することがあるが、原則シリーズポイントはなし。（※特例ポイント）
参加台数

１位

２位

３位

４位

５位

６位

12 台以上

20

15

12

10

8

6

10～11 台

15

12

10

8

6

８～９台

12

10

8

6

６～７台

10

8

6

５台

8

6

４台以下※

6

18.罰則
規則違反や良識違反行為があった場合は、参加者に対し罰則を科します。量刑は役員が協議決定します。 悪質な違反等は主催者の判断により、
その後の参加をお断りすることもあります。
19.抗議
競技運営に関する抗議は一切受け付けません、主催者の判断を最終とします。競技運営外の抗議は、抗議料\10,000 を添えて書面にて競技長
に提出して下さい。主催役員による審議の結果、抗議成立は抗議料返還、不成立は抗議料没収となります。
20.主催者権限
主催者は競技運営に伴う全ての権限を有し、当規則書に記載無き事項についても、主催者の判断を最終とします。施設内における音声・映像・ 写
真等に関しても主催者がその権限を有し、第三者にその使用を許可できます。

21.付則
(1)参加者は当規則、車両規定、サーキット利用規則等を熟知されている方として扱われます。知らなかった・読んでなかったは一切通用しませ
ん。レースはこの規則書及び車両規定や施設ご利用案内等を読み、理解するところからすでに始まっています。
(2)ゴミ類は施設内自販機購入の空き缶(ペットボトル)以外はすべてお持ち帰り下さい。
(3)レース前夜はゲートオープンのままにしますが、各自責任ある行動をお願いします。不祥事など発生した場合は、その後の施設内宿泊をお断
りすることになります。場内での飲食等は、23 時までに終了して下さい。（特に夜中の飲酒＋大騒ぎは厳禁です）
(4)前夜の宿泊に際し、煮炊き(火気使用)される場合はパドック駐車場側～駐車場とし、枯草や山林から離れた場所で、携行缶・バイクなどはピ
ットやトランポに隔離の上実施して下さい。煮炊き(火器使用)は遅くとも 22 時前に終了して下さい。終了時には完全消火を確認し、残り
炭・残飯・ゴミ類などは施設内に投棄せず、全てお持ち帰り下さい。また、隣接山林への立ち入りやゴミ捨ては一切禁止です。
レース前夜の睡眠はライダーにとって重要です。発電機の使用は 21 時までとし、睡眠中のライダーの迷惑になるような大声での歓談も控
えて下さい。お互いそれぞれの立場や状況に対し、思いやりを持って行動しましょう。休憩室のご利用は 23 時頃までとし、最後に退室さ
れる方は消灯をお願いします。マシンのエンジン始動可能時間は、８時～17 時です。
(5)廃油は階段下の廃油タンクに投入して下さい。水類、不要部品や針金類は投入しないで下さい。キャブ調整で出た少量ガソリンは構いません
が、大量の不要ガソリンを投入しないで下さい。(引火の恐れがあり危険です)
(6)エアは廃油タンク横にありますが、減圧されていません。タイヤに充填する時は破裂事故等起きないように注意して下さい。
(7)第一駐車場(駐車場 PIT)は先着 31 名の希望者受付順に割り当てます。屋根 PIT・青空 PIT(ﾊﾟﾄﾞｯｸ中央)の割り当ては行いません。皆さんで譲
り合い仲良くお使いください。第一駐車場(31 台)後ろ側＝31 台、屋根ピット 17 個×2 台＝34 台、屋根ピット１個×１台、青空ピット A～O
×２台＝30 台、P×３台、合計 99 台可能です。100 台を超える台数になった場合は、ピット割等も考えます。
(8)第一駐車場はトランポ後ろで整備される方とし、屋根ピット・青空ピット利用の方は第二駐車場へ駐車願います。皆様の良識でトラブルのない
ようお使い下さい。買出し･風呂･食事等で離れる際の駐車エリア確保は構いませんが、他の方の駐車エリア確保は禁止します。
(9)トランポ後ろで作業(テント等)する場合は自己の駐車幅×バイク通路まででご使用下さい。（大き目テントの方は中央エリアをご使用下さい）
2m×3m のピッタリサイズテントも販売されています。（キャプテンスタッグで 12,000 円～13,000 円））
(10)ガレージ前駐車場は、ガレージ契約者及び役員専用です。ガレージ契約者以外の駐車は禁止です。（一部特別許可車は除く）
(11)パドック内へはマシン・工具類の積み下ろしに限り乗り入れを許可しますが、最々徐行で接触事故等には十分ご注意下さい。
乗り入れ可能時間は、車検開始 10 分前までと、表彰式終了後に限り、それ以外の時間帯は一切乗り入れ禁止です。
※パドック＝第一駐車場Ｕ字溝⇔ピットまでのスペース。
(12)第一駐車場通路側でのテント類設営はご遠慮ください。（第一駐車場後ろに使用のテントは２×２m 又は２×３m サイズが最適です）
(13)喫煙は指定場所または自己の車両内でお願いします。咥え煙草での吸い歩きも、他の歩行者(特に子供)への危険性から禁止です。
(14)付則も含み違反行為のあった場合は、競技結果にペナルティを課し、同行者の違反も参加者の違反とします。
(15)その他のサーキット内での規則は、明智ヒルトップサーキットご利用規則に準じます。
(16)違反の程度が著しく重い場合や、公序良俗に著しく反する場合は、即時退場やその後の参加をお断りすることもあります。
(17)当規則は実情と著しく乖離していると判断した場合、予告なく改定することがあります。その際はサーキット及び HP にて告知します。
(18)当施設内各所に丘状の土手や斜面があります。お子様の恰好の遊び場所ですが、それらで遊ばせるのは親さんの責任下でお願いします。
万一 負傷等をされても、当施設及び主催者は一切の責任を負いません。また、隣接山林への立ち入りゴミ捨ては一切禁止です。
(19)レース前日スポーツ走行される参加者は、昼休みの 20～30 分間無料スタート練習を実施します。参加人数で回数は増減しますが、最
低でも３～４回は出来るように努力します。（スタッフの都合で実施できないこともあります、ご了承ください）
(20)子は国の宝と申しますし、サーキットスタッフも皆子供好きですが、常識の範囲を超えた行動・言動の子供を時々見受けます。当然ス
タッフは注意したり叱ったりしますが、レース運営・サーキット運営に支障をきたすと判断した場合は、その後の入場をお断りすること
もあります。子供は常に保護者の責任下に置き、子供の行動を把握していて下さい。サーキットはファミレスやゲーセンとは違います。

