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                                         V.2 

SODI JAPAN CUP 全国大会 2020 in ISHINO 
2020 年 11 月 14 日(土) スプリントレース 規則書 

 

１．イベントについて 
本大会は全国から集まるエンジョイ派のレンタルカーターがレースを楽しむイベントです。 

楽しく、怪我無くイベントを開催できるよう全ての参加者は規則を守ってお互いをリスペクト（尊重）して大会を

楽しんでください。上記にご賛同および本規則をご理解頂いた上、御参加をお願い致します。 

 

２．イベント概要 
 

●開催日時/場所 2020年 11 月 14日（土）/石野サーキット（愛知県豊田市石野町土橋 264） 

●参加資格 SWS ドライバー登録をされている方（スプリントの参加資格） 

●定員 55名  

●エントリーフィー 20,000円 

●エントリー受付期間 2020年 10月 1 日～2020年 10月 31 日 

●レース方式概要 各ドライバー合計８ヒートの走行 

練習走行 10分間 

レース① 予選タイムアタック 5分間 決勝 12周  

レース② 予選タイムアタック 5分間 決勝 12周 

全国大会ファイナル タイムアタック 5分間 プレファイナル 8周 決勝 15周 

  

３．タイムスケジュール ※コースは正回り（時計回り）※資料1 

8：00 ゲートオープン 

8：20～9：40 受付・ゼッケン抽選  重量計測 

9：40～10：00 ドライバーズミーティング 

10：00～10：05 記念撮影（コース上） 

10：10～10：55 練習走行 各10分間 

Ａ（1-18番）→Ｂ（19-36）→Ｃ（37-55）  

11：00～11：30 レース①タイムアタック 各5分間 

Ａ（1-18番）→Ｂ（19-36番）→Ｃ（37-55番）  

11：50～12：40 レース① ファイナル３→2→ＳＦ 各12周 各クラス暫定表彰式 

12：40～13：10 ランチタイム 

13：10～13：40 レース②タイムアタック 各5分間 

Ｃ（37-55番）→Ｂ（19-36番）→Ａ（1-18番） 

13：55～14：45 レース② ファイナル3→2→ＳＦ 各12周 各クラス暫定表彰式 

14：45～15：15 休憩 

15：15～15：45 ナショナルファイナル タイムアタック  

ファイナル3→2→1 各5分間 

レース①②の総合結果でファイナル123にグループ分け 

15：50～16：30 プレファイナルレース ファイナル3→2→1 各8周 

16：45～17：05 全国大会ファイナル3 決勝 15周 レース後暫定表彰式 

17：10～17：30 全国大会ファイナル2 決勝 15周 レース後暫定表彰式 

17：35～17：55 全国大会スーパーファイナル 決勝15周 レース後暫定表彰式 

18：10～18：30 賞品、リザルト引き渡し（受付） 

※スケジュールは参加人数によって変更になる場合があります。 

※主催者は状況に応じてレース方式を変更する権利を持つ事とします。 
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４. エントリー方法 
●受付期間  2020年10月1日～2020年10月31日 

●参加資格 

1. 2020年10月1日時点での2020年SWS全国ランキング上位20名 

※不参加のドライバーがいる場合は参加資格が21位から順に30位まで繰上る場合があります。 

（ホームコースへ対象ドライバーをお知らせします） 

2. SWS公認サーキット枠（各サーキット5枠）第1次締切10月15日 

※各サーキットによって選抜方法は異なります。詳しくはホームコースにお問い合わせください。公認サーキット

枠に空きがある場合は2020年に開催したSWSスプリントレースの参加台数が多い施設から追加枠を割り当

てします。それでも参加枠に空きがある場合は石野サーキットにて一般募集を行います。 

 

参加が決まったドライバーはエントリー用紙をホームサーキット又は石野サーキットＨＰよりダウンロードして、下

記の事務局までエントリーをお願いします。 

  

●受付事務局 石野サーキット内 Sodi全国大会事務局 担当 内山、西尾 

 TEL 0565-42-1718  FAX 0565-42-1752 メール info@ishino-circuit.com 

エントリー用紙を提出後、参加費用のお振込みが確認できた時点で正式エントリーとなります。 

参加費用 ￥20.000（保険料、記念品、昼食が含まれます） 

（施設によっては、エントリー用紙、参加費を施設に預ける事が出来る場合があります。その際は別途手数料

￥1,000が必要となります） 

 

●キャンセルについて 

※2020年10月31日まではキャンセル料5,000円 

参加費からキャンセル料及び事務手数料3,000円を引いた金額を1週間以内に返金致します。 

※11月1日以降のキャンセルは参加費用全額をお支払い頂きます。 

 

●悪天候について 

雨天の場合もレースは開催されますので雨具等は各自でご準備をお願いします。但し悪天候によって主催

者の判断でレース短縮・中止・中断等がある場合があります。 

悪天候により交通機関への影響が予想される場合は11月13日(木)15時の時点で開催の可否を決定する場

合があります。 

中止となった場合は、参加費から事務手数料3,000円を引いた金額を1週間以内に返金致します。中止によ

る参加者の損失に対する保証はありませんので予めご了承ください。 

 

５. ドライバーの装備品について 
 

本大会に参加される方の装備品 

 義務 推奨 

ヘルメット フルフェイスヘルメット（シールド付き） ※１.クリアバイザー 

服装 長袖（フード無し）・長ズボン レーシングスーツ又はつなぎ 

グローブ 軍手可 滑り止め付 レーシンググローブ 

靴 運動靴・スニーカー等の運転に適した靴 レーシングシューズ 

その他 髪は縛って上着の中へ 女性はネックガード 

※1.全国大会ファイナルレースの決勝はナイトレースとなる為、クリアーバイザー推奨 

※数に限りはありますが、ヘルメット、軍手はレンタルも可能です 

※感染症対策としまして走行時以外はマスクの着用にご協力をお願いします。 

6 . 無線通信機、及び車載カメラついて  
全てのタイプの車載カメラの使用は全セッションで禁止となります。 

携帯電話や各種無線機器を使用しての走行中のドライバーとの通信は禁止となります。 

 

mailto:info@ishino-circuit.com
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7. 使用するカートはハーフミックス方式によって決定されます。 
受付時にゼッケンNoの抽選を行います。（日本ランキング1位のドライバーはゼッケン１） 

カートは下記の方式によって割り当てられます。※数台が前後する場合があります。 

練習走行Ａグループ→当日のカート並び順に１-１８番、以降は各ヒートの走行終了後に戻ってきたカート順の

10-18番目が次の１-9番となり戻ってきたカート順の1-9番目が次のヒートの10-18番となります。 

ゼッケンは主催者によって取り付けを行います。 

※全セッションでチェッカー後は故意に順位を入れ替えない様にピットに戻ってください。 

※状況により主催者の判断で上記の方法以外でカートを並べ替える場合があります。 

 

8. 使用できるピットについて 
ピットの指定はありません。3密を避けて１ピット当たり３～４名程度で使用してください  

※使用可能ピット4～21番 

 

9 練習走行 
１０分間 

3グループに分かれて10分間の練習走行 

ゼッケン1-18番  Ａグループ 

ゼッケン19-36番 Ｂグループ 

ゼッケン37-55番 Ｃグループ 

 
 

10 レース方式 レース①（予選+決勝）、レース②（予選+決勝）  

◆予選タイムアタック 
3グループに分かれて5分間計測のタイムアタック 

ゼッケン  1-18番  Ａグループ 

ゼッケン 19-36番 Ｂグループ 

ゼッケン 37-55番 Ｃグループ 

 

タイムアタックの結果で各グループ   

1-6位   → スーパーファイナル 

7-12位  → ファイナル２ 

13-18位   →ファイナル３（Ｃグループのみ13-19位） 

グリッド順はＡＢＣ各グループのトップタイムの順位通りにファイナル3まで順に決まる。 

例） グループＡ 47.333 グループＢ 47.555 グループＣ 47.111 

◇スーパーファイナル 

ポール→Ｃ1位 2番グリッド→Ａ1位 3番グリッド→Ｂ1位 4番グリッド→Ｃ2位 5番グリッド→Ａ2位・・・ 

◇ファイナル２ 

ポール→Ｃ7位 2番グリッド→Ａ7位 3番グリッド→Ｂ7位 4番グリッド→Ｃ8位 5番グリッド→Ａ8位・・・ 

◇ファイナル３ 

ポール→Ｃ13位 2番グリッド→Ａ13位 3番グリッド→Ｂ13位 4番グリッド→Ｃ14位 5番グリッド→Ａ14位・・・ 

◆決勝 レース①②各12周/雨天時９周 

ピットレーンのダミーグリッドからコースイン→コースグリッド整列→シグナルスタート 

各決勝レース終了後に暫定表彰式を行う。 

 

11 レース方式  全国大会ファイナル(タイムアタック+プレファイナル+決勝)  

◆タイムアタック5分間 

グループ1-3で各グループのベストタイム順でプレファイナルのグリッドが決まる。 

レース①②の決勝結果のポイント順でファイナルグループ１，２，３に分ける。 

（同ポイントの場合はレース②の決勝結果で決定） 
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ポイント上位1-18位→グループ１ 19-36位→グループ２ 37-55位→グループ3 

 

◆プレファイナル 8周レース/雨天時6周 

ピットレーンのダミーグリッドからコースイン→シグナルスタート 

各グループの着順で決勝のグリッドが決まる 

 

◆決勝  １5周/雨天時１2周 

ピットレーンのダミーグリッドからコースイン→コースグリッド整列→シグナルスタート 

各決勝レース終了後に暫定表彰式を行う。 

（全国大会スーパーファイナルの優勝が全国1位） 

 

12 ウエイトの搭載について  
８. キャリーウェイト制 （最大 30 ㎏まで）  

●ドライバー装備品込み８０kg以上（ヘルメットなど走行時の状態）に合わせて練習、予選、決勝共にウエイト

を搭載   

●ウエイトはセルフで搭載して下さい→スタート前にチェック→走行後はセルフで戻して下さい。※取り扱いに

注意して下さい  

●受付時にドライバー装備品込みの計量を行いウエイト管理の腕章を渡します。※左腕に付けてください ※

ヘルメット・グローブ・服装・シューズ・ネックガード・リブプロテクター込みで計量を行います。  

●不正行為が確認された場合は当該レース失格となります。（各ヒート前に抜き打ちで再計量を行いウエイト

の再調整をします）  

●カート装備品（既成・自作シートクッション他）は計量の対象外とさせていただきます。  

●必ず指定したカラーのウエイト数を搭載してください。指定色以外の組み合わせは不可。  

●ポケットやプロテクター内にウエイト（走行に不要な物）を使う事は出来ません。  

●体に巻き付けるウェイト器具などは使用が禁止となります。 

 

■青 10Kgx2 個■赤 5Kgｘ1 個■黄 2.5Kgｘ2 個 

※石野サーキットではウエイトを積んだ練習が可能です。 

（但し混雑時はお断りする場合がありますので予めご了承ください） 

 

ウエイト搭載表  

ドライバー装備重量 ウエイト ■＝10ｋｇ■＝5ｋｇ■＝2.5ｋｇ 

52.4以下 30 ■■■■■ 

52.5～54.9 27.5 ■■■■ 

55.0～57.4. 25 ■■■ 

57.5～59.9 22.5 ■■■ 

60.0～62.4 20 ■■ 

62.5～64.9 17.5 ■■■ 

65.0～67.4 15 ■■ 

67.5～69.9 12.5 ■■ 

70.0～72.4 10 ■ 

72.5～74.9 7.5 ■■ 

75.0～77.4 5 ■ 

77.5～79.9 2.5 ■ 

80.0以上 0  
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13 走行中の危険行為について 
走行中のプッシング、幅寄、過度なブロッキングや進路変更、ピット内危険走行などの危険行為は主催者及

び競技長の判断で警告又はペナルティー又はレース失格となります。 

※ペナルティー 5秒秒間のリミッター走行/3ポジションダウン/1周回数減算/ヒート失格 

リミッターペナルティーの場合はホームストレートで白黒旗とペナルティーのボードが掲示され 

最終コーナー付近でリミッターが掛かります。リミッターペナルティー中のカートは後続車の進路を空けて走

行してください。 

 

全てのセッションでコースイン又はピットインの際は後続車に見えるようにドライバーサイン（右手を挙げる）を

行って下さい。 

 

14 フルコースコーション「VS」及びレースの中断について 
●何らかのトラブルや天候の急変により必要に応じてバーチャルセーフティーカー（以下VS）が導入されま

す。この場合はメインゲートのシグナルが黄色に点滅してポストで黄旗が出され、メインポストで「VS」のサイ

ンボードと黄旗を提示すると同時に全車一斉にリモートコントロールによりエンジンリミッターが掛かります。追

い越しは禁止で、尚且つ全車との距離はリミッターがかかった時点での距離を保つようにしてください。機器

の故障によりリミッターが効かない場合も追い越しは禁止となります。VSの終了時は黄旗が解除されメインポ

ストでグリーンフラッグが振られリミッターが解除されます。 

●赤旗によるレースの中断 

何らかのトラブルによりレースを止める必要が有る場合は赤旗が提示され走行が中断されます。 

この際走行しているドライバーは徐行してください。練習・予選中はピットへ戻り、決勝レース中はオフィシャルが

指示するフィニッシュライン手前で安全に停止してください。 

状況によってセッション又は決勝レースは短縮又は中止される場合があります。 

決勝レースについてはレース周回の60％を超え、再スタートが出来ない場合はレース成立として赤旗時点

での順位を正式結果とします。 

再スタートされる場合は赤旗が提示される1周前の順位に整列して再スタートとなります。 

 

15 走行中のマシントラブルやコース内でのストップについて 
マシントラブルの場合はオフィシャルの判断によりカートを変更する場合があります。 

コース内、又はエスケープゾーンで止まってしまった場合はオフィシャルの指示に従ってカートから降りずにお

待ちください。（コース内で指示なくカートから降りる事は禁止） 

※カートは主催者が管理しておりドライバーが車両を調整などした場合はペナルティーとなります。 

 

16 レースの終了及び賞典 
●決勝で着順1位のドライバーがフィニッシュライン通過後2分以内にカートが同ラインを通過したドライバーに

対してチェッカーフラッグが振られます。 

●先頭車両にチェッカーフラッグが提示された時点でピットロード出口はクローズとなりピットにとどまっている

カートは再度コースインは認められません。 

●車両を押してチェッカーフラッグを受けることは認められません。 

●全国大会スーパーファイナルの上位３名のドライバーはウイニングランを行います。チェッカー後は徐行して

1周回りピット入口手前で停車し、オフシャルの指示に従って下さい。 

●表彰  各決勝 1～3位  
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17 フラッグについて 

イエローフ

ラッグ 

（黄旗） 

ブルーフラッ

グ 

（青旗） 

グリーンフ

ラッグ 

（緑旗） 

レッドフラッ

グ（赤旗） 

チェッカー 

フラッグ 

白黒旗 オレンジ 

ボール 

ブラックフラッ

グ 

（黒旗） 

        
コース内の

危険を知ら

せる合図で

す。前方に注

意して走行

してください。

対象エリアを

超えるまで

追い越しは

禁止となりま

す。 

後ろから先頭

集団が接近

しています。 

静止：進路を

譲る準備 

 

振動：進路を

すぐ譲る 

コースクリア

の合図 

走行中断の

合図です。

徐行してオフ

ィシャルの指

示に従い最

終コーナー

に移動して

下さい 

走行終了の

合図です。 

ゆっくり1周し

てピットインし

てください。 

警告旗 

警告又はリミ

ッターペナル

ティー 

装備品の不

備、マシントラ

ブル時に提

示。ピットイン

してオフィシャ

ルの指示に

従って下さ

い。 

レース失格 

速やかにピッ

トインしてくだ

さい。 

 

18 重要事項 
●走行時以外は3密を避けて行動し、マスク着用にご協力をお願いします。（選手関係者含む） 

 

●主催者は不可抗力による特別な事情が生じた場合にはイベントを中止する事が出来ます。 

 

●主催者は会場内で撮影された全ての参加者の肖像権を有し、音声、写真、映像などを放送、出版、インタ

ーネット公開等にて使用する事が出来る事とします。 

 

●全ての参加者はレンタルカートには個体差があることを承知して参加しなければなりません。 

 

●全ての参加者は走行中に発生した保険の範囲を超える事故や怪我は自己責任で解決し、 

主催者、サーキット所有者、管理者、大会にかかわる関係各所、他の参加者を非難、責任追及、損害賠償の

要求、訴訟を起こさない事とします。 

 

●参加者はオフィシャルの判定及びイベント運営に対する抗議を一切行うことができません。 

 

●車両及び施設の損害があった場合、その車両を使用したチームに主催者は修理代を請求する場合があ

ります。 

 

●チーム関係者を含むすべての参加者は主催者やレースの関係者に対し、又は参加者同士で他人が不快

に感じる行為や不謹慎な言葉遣い、暴言、威圧、大声、飲酒運転あるいはイベントを妨害する行為をとった場

合、失格とします。※施設退去していただく場合もあります  

 

●主催者や大会関係者、参加者同士に対してSNS等で誹謗中傷、侮辱をした場合、今後のSWSイベントへ

の参加を取り消す場合やエントリーの拒否をする場合があります。 

 

●主催者、当日会場でイベントに参加する全ての参加者は、お互いをリスペクト（尊重）して大会を楽しんでく

ださい。 

 

●主催者が規則の変更が必要と判断した場合は、改訂版規則書又は公式通知として発表します。 

 

●規則の解釈  本規則ならびに競技の細則に関する解釈に疑義、不足が生じた場合は、主催者及び競技
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長の決定を最終的なものといたします。 

 

19 SWSポイントについて 
今大会はSWSの対象レースです。 

レース①、レース②、ナショナルファイナルの計３レース分が対象となります。 

※ポイントは各決勝のスタートを切ったドライバーに与えられます。 

 

20 その他のご案内と注記 
大会前日の一般スポーツ走行（有料）は石野サーキット迄お問い合わせください。 

尚、以上の規則や開催内容に変更が生じる場合が御座いますので予めご了承下さい。 

 

お勧め宿泊施設のご案内 

①  プラザホテル豊田 （約20分） 

②  ホテルルートイン豊田陣中 （約15分） 

③  三交イン豊田 （約30分） 

④  その他、豊田市駅周辺に多数ホテルがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主催 株式会社 ISHINO 

共催 SODIJAPAN 株式会社ハーバースタイル 

 

【イベントに関するお問い合わせ】 

〒470-0329 愛知県豊田市石野町土橋 264   

 TEL 0565-42-1718 FAX 0565-42-1752 

 info@ishino-circuit.com 

受付事務局 石野サーキット内  

Sodi全国大会事務局 担当 内山、西尾 

 

※当日はタイムスケジュール通りの運営を行う為に 

規則に関する質問などは事前にメールにてお問い合わせください 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.plaza85.co.jp/
https://travel.yahoo.co.jp/dhotel/shisetsu/HT10023656/?tbiz=1&dcbpt=1
https://www.sanco-inn.co.jp/toyota/
https://www.google.com/travel/hotels/%E8%B1%8A%E7%94%B0%E5%B8%82?g2lb=2502405%2C2502548%2C4208993%2C4254308%2C4258168%2C4260007%2C4270442%2C4274032%2C4285990%2C4289525%2C4291318%2C4301054%2C4305595%2C4308216%2C4308984%2C4313006%2C4314846%2C4315873%2C4317816%2C4317915%2C4324293%2C4326405%2C4326763%2C4328159%2C4329288%2C4339686%2C4270859%2C4284970%2C4291517%2C4292955%2C4316256%2C4333108&hl=ja&gl=jp&un=1&ap=SAE&q=%E8%B1%8A%E7%94%B0%E5%B8%82%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E3%83%9B%E3%83%86%E3%83%AB&rp=EOr6-euRoMbnOBCTk7WZlvmHuJ4BENO4mvrXxPHtFxChoKfT6KDemoUBaAE4AUAASAI&ictx=1&ved=2ahUKEwiTmbj-4ObmAhXwyosBHZqwC6UQkNEBegQICxBP&hrf=CgYI0IYDEAAiA0pQWSoWCgcI5A8QARgIEgcI5A8QARgJGAEoALABAFgBaAGaAQsSCeixiueUsOW4gqIBFgoJL20vMDF3bHM5EgnosYrnlLDluIKqAQYKAghjGACqAQoKAggUEgIIGxgBqgEHCgMIogEYAJIBAiAB&tcfs=EjAKCS9tLzAxd2xzORIJ6LGK55Sw5biCGhgKCjIwMjAtMDEtMDgSCjIwMjAtMDEtMDlSAA
mailto:info@ishino-circuit.com
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