
　参加概要
2019/1/27

■大会名称

ＡＰＧスポーツカート耐久シリーズ 2019　第1戦

エンジョイスポーツカートシリーズ 2019　第１戦

■主催者

アステック＆アールカート

■開催場所

オートパラダイス御殿場（ハイスピードコース）

■開催日程

2019/3/9 APG一般走行日 午前中のみの走行となります。

　　（台数によってはクラス分けの走行となります。受付は直接コースにお願いします。）

2019/3/10 決勝５時間耐久イベント

本大会は「ＡＰＧスポーツカート耐久シリーズ」と「エンジョイスポーツカートシリーズ」の共催となります。

■参加申し込み方法

2019年2月10日より受付開始、3月3日締め切り

チーム名・代表者名・連絡先をご記入の上mailにてお申込ください。

申し込み先アドレス　entry@r-kart.jp

チーム編成登録書は後日で構いません。(用紙はr-kartＨＰよりダウンロードしてください）

r-club未加入のドライバーはAPGのコース保険に当日ご加入いただきます。（一人500円）

参加台数は最大３０台を予定しています。

参加費および振込先

1台28,000円

三菱UFJ銀行　大府支店　普通　0176353　口座名：アールカート合同会社　エントリー

申込mailと参加費のご入金順にパドックを決定します。 

イベント当日受付時に提出する書類(用紙はr-kartＨＰよりダウンロードしてください）

・誓約書(参加者・チーム代表者の捺印、未成年者の保護者の捺印を忘れないようお願いします。)

・車検自己申告書（必ずチーム代表者の捺印をお願いします）

・チーム申告書

・チームプロフィール

署名、捺印等お忘れなき様お願いします。特に未成年者の親権者の署名捺印にはご注意ください。

■シリーズゼッケンについて

シーズン通してのゼッケンを希望する場合下記の点に注意して参加申込mailにて申請してください。

・ゼッケン1～10はESKシリーズランキングにより決定します。

・ゼッケン11～35は第1戦のみGT2(TIA+MZ）クラス専用となります。

・希望ゼッケンが11～35の場合は申込の際APG用と第２戦以降のゼッケンを申請してください。

・ゼッケンは申込順で決定します。第3希望まで受付ます。

■その他

イベントの告知・連絡事項等はアールカートのFBページで行いますので

　    チームのどなたもご覧になられない場合は連絡をください。個別に連絡いたします。

初めて本シリーズに参加される方は参加受付時にその旨をお伝えください。

ＡＰＧスポーツカート耐久シリーズ2019　第１戦

エンジョイスポーツカートシリーズ2019　第１戦



1 本イベントはエンジョイスポーツカートシリーズの特別規則に準じて行われます。

エンジョイスポーツカートシリーズ特別規則書を参加者全員が必ず熟読ください。

・APGスポーツカート耐久シリーズ特別規則に対し以下の点が変更となりますのでご注意ください。

EnjoyAクラス車両規定重量　145kg⇒150ｋｇ

女性ドライバーの規定体重　65kg⇒60kg

ダブルチェッカーの場合　1LAP減算⇒2LAP減算

右側からの乗降はイエローカードの対象となります。

2 公式練習（タイムアタック）及びスタ－ティンググリッドについて

・公式練習は参加ドライバー全員が走行してください。走行後は給油所で体重を測定してください。

・スタ－ティンググリッドは公式練習走行時間内のベストタイム順とします。

・スタートドライバーははチーム内最重量ドライバーである必要はありません。

3 決勝グリッド整列までの流れ

・公式練習終了後、速やかにガソリンタンクを空にして、所定の場所にてオフィシャルの管理のもと

給油してください。

・給油後はそのままピットアウトしコースを1周したのちグリッドについてください。ピットに戻る

ことはできません。

・スタート5分前にコースインできない場合はピットスタートとします。

4 ニュートラリゼーションについて

・本大会ではイベント時のトラブル発生時はニュートラリゼーションを宣言します。

各チーム員にて車両回収にあたってください。

・ニュートラリゼーション中も走行時間に含まれます。

・ニュートラリゼーション中のスピン、ガス欠はペナルティの対象となります。

・ニュートラリゼーションの詳細はブリーフィングで説明します。

・当日練習走行時にニュートラリゼーションの練習を入れます。

5 走行時間について

・スタート後、給油所においてスタート時刻を掲示します。それより5時間後をチェッカー時刻

とします。

・走行時間の管理は給油所で行います。

6 赤旗中断について

・赤旗中断が合計１５分以上続いた場合はチェッカー時刻を１５分だけ走行時間を延長します。

・赤旗中断が長引いた場合でも走行時間規定の回数は変わりません。

7 給油について

・APGスポーツカート耐久シリーズの給油方式となります。

・エンジョイスポーツカートシリーズの給油方式となります。

公式練習終了までにスタート用のガソリンを携行缶に給油しておいてください。

8 ドライバー交代について

・APGスポーツカート耐久シリーズと共催につき、給油以外のドライバー交代回数は自由とします。

9 その他

・前日3/9（土）の走行は午前のみとなります。

・3/9（土）13：00～15：00に事前参加受付をします。

・ウエイトは脱落しないよう強固に車体に固定してください。

・ドライ宣言されたら5分以内にピットインしドライタイヤに交換してください。

ＡＰＧスポーツカート耐久シリーズ2019

エンジョイスポーツカートシリーズ2019

第１戦 APG 参加にあたって



ゼッケン チーム名 Class ｴﾝｼﾞﾝ ﾀｲﾔ
ﾄﾞﾗｲ/ﾚｲﾝ

代表者 DriverA DriverB DriverC DriverD

1 1 RED BANANA EnjoyA KX21 YH/YH 伊藤 昌規 伊藤 昌規 宮ヶ迫 孝志 川島 徹也

2 3 FeGチームメカニコ EnjoyB W/F YH/YH 岡本 旬司 岡本 大地 橋本 政平 小川 健一

3 5 チーム巳鈴 EnjoyA KX21 YH/YH 水野 哲也 水野 哲也 清水 寿幸 山崎 高宏 高橋 秀斗

4 6 racer racer EnjoyB W/F YH/YH 鷹田 春近 鷹田 春近 鷹田 祐京 外川 啓太

5 9 ボンバーレーシング EnjoyB KX21 YH/YH 伊藤 亮 伊藤 亮 横井 健汰 新村 拓也 永田 楓陽

6 10 秋山産業ハマコロT.com EnjoyA KX21 YH/YH 久保田 章一 久保田 章一 安井 克明 Peter Paul 天白 有紀

7 37 Kandai Racing Team EnjoyA KX21 YH/YH 山本 真生 山本 真生 杉山 純一 是川 昂甫 佐藤 仁昭

8 39 ReeBAL Cafe Racing EnjoyB GX270 YH/YH 千里内 義希 千里内 義希 山下 裕也 福山 史雄

9 45 racer racer T.F.A EnjoyB W/F YH/YH 鷹田 春近 城所 和弘 三田村 信弘 塙 隆広

10 50 50's@AOYAMA EnjoyB KX21 YH/YH 宇塚 吉幸 宇塚 吉幸 児島 康弘 篠原 茂樹 飯塚 真

11 51 幸田サーキット TEAM Bee EnjoyA KX21 YH/YH 杉浦 元彦 杉浦 元彦 杉山 裕孝 中西 慶佑

12 52 幸田サーキット TEAM あべし！！ EnjoyA KX21 YH/YH 服部 賢吾 服部 賢吾 酒詰 季邦 神谷 光 石川 拓也

13 53 ベローチェMS1号車 EnjoyA KX21 YH/YH 岡本 康裕 荒川 温 柴山 裕樹 福井 淳一

14 55 ボクシーTIGRE EnjoyB W/F YH/YH 遠藤 弘幸 遠藤 弘幸 後藤 務 坂 裕之 高松 憲次

15 58 神星 EnjoyA KX21 YH/YH 三宅 充洋 三宅 充洋 神谷 忠男 星野 竜之介

16 61 イワゾー・ノバレーシング EnjoyB KX21 YH/YH 成田 淳 成田 淳 保坂 光俊 横尾 忠敬 大木 茂雄

17 65 ぴぃたぁぱん2号機 EnjoyA KX21 YH/YH 喜村 正男 喜村 正男 尾笹 健 脇本 圭介 永田 昭教

18 69 E.R.O Racing EnjoyB KX21 YH/BS 川島 智博 影本 昌義 小島 一広 川島 裕樹

19 71 MRF EnjoyA KX21 YH/YH 池辺 雄基 池辺 雄基 青木 宏次 岡本 延広 栗田 勝郎

20 75 クローバーA EnjoyA KX21 YH/YH 榎本 龍一 平山 覚 内野 剛志 夏目 道男

21 77 ミカエル&ルシファ EnjoyB KX21 YH/YH 前田 英昭 前田 英昭 西本 勝 和田 直也 近藤 翼

22 85 神星R EnjoyA KX21 YH/YH 高須 浩一 高須 浩一 稲生 典夫 浦 光希 近藤 智也

23 86 カレッジCRG EnjoyB KX21 YH/BS 谷藤 ちふみ 橋口 光栄 谷藤 英明 柿本 和也 谷藤 ちふみ

24 94 SUGURU GP EnjoyB KX21 YH/YH 神下 正太郎 神下 正太郎 尾関 健太郎 竹原 潔

Enjoy Sport Kart Series 2019 in APG エントリーリスト



11月23日　（月曜日）ゲートオープン　8：00

参加受付

開会式・ﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ

公式練習兼ﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ

グリッド整列

決勝5時間耐久

表彰式

受付

ﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ
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公式練習兼
TT

整
列

5時間耐久レース

表彰
式

2019 APGスポーツカート耐久シリーズ第1戦 タイムスケジュール

ゲートオープン　7：00

11 12 13 14


	2019APG
	2019APG 参加にあたって
	2019APG エントリーリスト
	2019APG 開幕戦タイムスケジュール

