2020 Ｇ６ジムカーナ

プレジャー・ラウンド&G6 抽選会 規則書

〔主催者〕
プレジャーレーシングサービス
〔主催責任者〕
⼤橋 渡
〔開催⽇〕
2020 年 11 ⽉ 1 ⽇（⽇）
〔開催場所〕
奥伊吹モーターパーク（滋賀県⽶原市甲津原奥伊吹）
〔イベント中⽌の告知⽅法〕
天災等により当⽇競技会会場当該地区にて競技運営に⽀障が有るような各種警報が 発令された場合
は競技を中⽌する場合が有る。
中⽌の発表は前⽇正午までに G6 ジムカーナホームページにて 発表する。
中⽌の場合、参加費の返還⽅法は会場費及び前⽇までの準備費等により返⾦⾦額が異なります。
〔コロナ対策について〕
発熱が有る場合や体調が悪い状態での参加は出来ません、当⽇体調不良等で⽋席される場合には必ず
主催者にご連絡ください。
（緊急時連絡先 090-7613-9044(⼤橋)）
当⽇受付⽅法、ブリーフィング⽅法、表彰式の⽅法等、状況に応じて場所やスケジュールが変更となる
場合がありますのでアナウンスに従ってください。
政府の要請、⾃治体の要請に応じてイベント⾃体が中⽌となる可能性もあります事をご理解、ご承知お
き頂けます様お願いいたします。
最新情報は、Ｇ６ジムカーナホームページ及び主催者ホームページにて随時告知いたします。
〔参加費〕
￥9,000／１名
初参加の⽅ ￥8,000 /1 名（過去に G6 ジムカーナ参加経験が無い⽅）
学⽣で参加経験のある⽅ ￥8000/1 名 （イベント当⽇受付時 学⽣証確認）
学⽣で初参加￥7000/1 名 （イベント当⽇受付時 学⽣証確認）
（昼⾷に奥伊吹特製カレーライスが付いています。
（販売も可能）
）
〔参加申込期間〕
令和 2 年 10 ⽉ 1 ⽇（⽊）〜10 ⽉ 25 ⽇（⽇）

〔参加申込⽅法〕
STEP１：Ｇ６ ホームページ専⽤フォームにて エントリーをお願いします。
STEP２：銀⾏振込または現⾦書留または PAYPAY で参加費をお⽀払いください。
参加費の⼊⾦が確認できた時点で、正式受理となります。
参加確認は Ｇ６ホームページ内 エントラントリストにて確認ください。
※受理書の送付は⾏いません。
※現⾦書留⼜は持参による⽀払い
プレジャーレーシングサービス
〒503-0836 岐⾩県⼤垣市⼤井 4-45-1 TEL0584-87-0687
※銀⾏振込
⼗六銀⾏ ⼤垣南⽀店 普通預⾦１１２００３２
⼝座名義：ＰＲＳオオハシワタル
※PAYPAY
専⽤ＱＲコードをアプリでスキャンして⽀払いを済ませ、必ず決済番号の末尾４桁を申し込みフォー
ムに⼊⼒してください。
決済番号の⼊⼒が無い場合、参加者と⽀払いを紐づける事が出来ませんのでご注意ください。
また、参加費によりスキャンするＱＲコードが異なりますのでご注意ください。
・正式受理後には参加費の返還はいたしません。 締切り前でもエントラントの都合によるキャンセル
は参加料を返⾦いたしません。
・不受理の⽅には参加費を返⾦いたします。 （返⾦に必要な事務経費として１０００円を差し引きま
す。
）
「ご注意」
参加申込フォームに記載ミスや不備がありますと、受理できない場合がありますので、参加申込フ ォ
ームの記⼊欄には、必要事項を漏れなく正確にご記⼊下さい。 なお、記⼊上で不明な点はＧ６事務局⼜
は当主催者までお問い合わせ下さい。
「参加⾞名について」 参加⾞両名は「通称名」でご記⼊下さい。
例：
「今⽇も元気だ！頑張るぞロードスター」 → 「ロードスター」
〔募集参加台数〕 ・約１６０台
（参加申込期間内でも募集台数に達した場合には受付を終了し、申し込み順で受理します。
）
・同⼀⾞両でトリプルエントリー（３名）まで受付けます。
（複数エントリーは出⾛順を申込フォーム

に記⼊をお願い します。
）
〔参加資格〕 当⽇有効な⾃動⾞運転免許証を所持している⽅。
〔参加⾞両〕
・ナンバー付⾞両に限ります。※全クラス参加⾞両の排気⾳量は１０３ｄＢ以下とする。
・参加⾞両は全クラス陸運局へ⾞両を持込んでも⾞検に合格する⾞両状態である事。（⾛⾏時シート
等の取外しは不可）
・過給器付⾞両（ターボ・スーパーチャージャー等）の排気量は係数 1.7 倍とします。
（後付も含み
ます。
）
・オープンカーのロールバー装着は任意とします。ただし、ヘルメットはフルフェイスのものを推奨
します（同乗者含む）
。
・３点式以上のシートベルト、ヘルメット(⽿を覆っている物)、グローブ、⻑袖、⻑ズボン、
（サンダ
ル禁⽌）を義務付けとします。
（同乗者も全て同様とします。
）
・乗員側の窓は全閉して⾛⾏して下さい。
〔参加クラス区分〕
「Ｓタイヤクラス」 ２クラス
Ｓ２ＷＤ： 排気量に関係無く２輪駆動（１本でもＳタイヤを装着した⾞両）
Ｓ４ＷＤ： 排気量に関係無く４輪駆動（１本でもＳタイヤを装着した⾞両）
「レギュラータイヤクラス」１5 クラス
ＦＦ１ ：総排気量 1000cc を超え、1500cc 以下の前輪駆動⾞
ＦＦ２ ：総排気量 1500cc を超え、1600cc 以下の前輪駆動⾞
ＦＦ３ ：総排気量 1600cc を超える前輪駆動⾞
ＦＲ１ ：総排気量 1900cc 以下の後輪駆動⾞
ＦＲ２ ：１９００ｃｃを超え２０００cc までの後輪駆動⾞（ホンダＳ２０００を省く）
ＦＲ３ ：２０００㏄を超える後輪駆動⾞（ホンダＳ２０００を含む）
４ＷＤ ：４輪駆動⾞
Ｋ１ ：過給機無しの軽⾃動⾞及び 1000cc 以下の⾞両（全ての駆動⽅式を含む。
）
Ｋ２ ：過給機付きの軽⾃動⾞（全ての駆動⽅式を含む。ストーリアクロス４を含む）
Ｌ ：レディース（全ての駆動⽅式を含む。
）
ＡＴ ：オートマチックミッション⾞（ＡＴ限定免許にて許可された⾞両・全ての駆動⽅式を含む。）
ＥＨ ：電気モーターを駆動及びアシストに使う⾞両（全ての駆動⽅式を含む。
）
はじめてのジムカーナクラス ：アドバイザー（講師）付きの初⼼者クラス
3 回まで参加可能。それ以降は通常クラスに参加してください。
ノーサイドクラス： サイドブレーキ使⽤禁⽌クラス。
（タイヤはレギュラータイヤクラスに順ずる。排気量・駆動⽅式⾃由）
※全クラス参加⾞両の排気⾳量は１０３ｄＢ以下とする。

（基準を越える⾞両の参加はお断りいたします。基本的に参加⾞両の事前⾳量測定はしません、イベ
ント当⽇に主催ショップが任意で測定し当事者へお伝えする事があります）
「Ｓタイヤの定義」
・ブリヂストン：520S、540S、55S、11S、05Ｄ、06Ｄ、07D 、11A2.0、11A3.0、11A4.0、11A for
GYMKHANA、 12D
・ダンロップ ：93J、98J、01J、RSV98、02G、03G、β02、ZII☆α 、ZII☆α02 、β03、β04、β
05、β10
・ヨコハマ ：A021、A 032、A 038、A 039、A 048、A 049、A 050、Ａ052、A 08B
・トーヨー ：FM9R、08R、881、888、888Ｒ
・ナンカン ：AR-1 2019 年より削除、使⽤可能となります。
・接地⾯に縦溝のみのタイヤ（国内・外問わず）
＊「ラリータイヤ」
、
「エイボン他の海外メーカー製のＳタイプタイヤ」
、その他上記に類似するタイヤ
及びＧ６運営委員会の 指定したタイヤも「Ｓタイヤ」とします。
〔タイムスケジュール〕
G6 ジムカーナホームページ上にて発表します。
〔イベント⾛⾏⽅法〕
・ゼッケン順⾛⾏とします。（スタート時間にスタートラインに付けない場合には⾛⾏出来ません。）
・原則としてパドック誘導は⾏いません。
・慣熟⾛⾏は実施いたしません。
・２トライとします。
（悪天候等の不慮の事態によりトライ数が減る場合があります。
）
・参加者同⼠及び同⾏者の同乗⾛⾏は認めますが、参加者以外の同乗希望者は当⽇受付時に誓約書を
提出してください。
〔タイム計測⽅法〕
スタートラインを横切った時からゴールラインを横切った時までを光電管⼜は ストップウオッチを
使⽤して 1/100 秒以上で計測します。
〔ペナルティー規定〕
・パイロンタッチは移動確認した場合に限り＋３秒加算とします。
・脱輪判断は完全にタイヤが落ちたときとします。
・脱輪は１輪に付き＋５秒加算します。
・同時２輪脱輪はミスコース扱いとします。
・⾚旗を提⽰されない限り、ミスコース後の⾛⾏も可能です。
・ノーサイドクラス限定 サイドブレーキを使⽤した場合 +20 秒 加算。

〔信号旗〕
・⻩旗：パイロンタッチ 、脱輪
・⿊旗：ミスコース
・⾚旗：危険がありますので、その場で停⾞して下さい。
（オフィシャルの指⽰に従って下さい。
）
〔順位の決定〕
・正式計測２トライの内のベストタイムで順位をつけます。
・ベストタイムが同⼀の者が複数の場合には以下により順位を決定します。
①セカンドタイムが良好な者を上位とします。
②年齢の若い者を上位とします。
〔賞典〕
・各クラスの上位３名にはＧ６特製の勝利者ステッカーを授与します。
・参加申込者全員に「Ｇ６ジムカーナフェスティバル」で有効な抽選券１枚を進呈します。
〔注意事項〕
・パドック内は完全徐⾏です。
パドック内でのスタートテスト・ブレーキテスト・急加速等は厳禁とします。
・競技中は主催者の指⽰に従って下さい。
・競技中の飲酒は厳禁とします。
・各「注意事項」を守らない⽅は、参加費を返還することなく即時退場していただき、 その後のＧ６
関連イベントへの参加を全て拒否いたします。
・慣熟歩⾏は徒歩とし(ドライバー以外も同じ)、いかなる乗り物も許可しません。
（⾝体障害者⽤の⾞
イスは除く）
〔その他〕
諸規則の変更及び解釈等に関しては「Ｇ６ジムカーナ運営委員会」が⾏います。
〔抽選会〕
競技終了後、Ｇ６ジムカーナにご参加いただいた皆様に向けての抽選会を実施いたします。
２０２０年度Ｇ６ジムカーナ（本⼤会を含む）参戦⼀回に付き⼀枚の抽選券を発⾏いたします。
発⾏した抽選券を抽選会に使⽤いたします。
抽選会会場、実施⽅法に関しましては当⽇ブリーフィングにて説明いたします。

