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<本規則書は、“GT CHALLENGE ASIA – SPORTING REGULATIONS 2022 – Published Version”（英語版）

の参考和訳である。 記載内容に疑義がある場合には英語版の記載が優先される。> 
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GTチャレンジ・アジア 

競技規則 2022年版 

 

GT チャレンジ・アジア・シリーズは、FIA 国際モータースポーツ競技規則とその付則 （以下「コード」と呼ぶ）、付

則 J項、国際シリーズ一般規定、シリーズ固有の現行競技規則、及び第 2.1項に基づき、シーズン中に SRO競

技委員会から発行される通知とブルテンに従う。 

SRO モータースポーツグループ （以下「プロモーター」と呼ぶ） は、GT チャレンジ・アジア・シリーズ（以下「本シ

リーズ」と呼ぶ）を FIA公認のグランド・ツーリングカー （以下「GT3」）、及び RACB公認のグランド・ツーリングカ

ー (以下「GT4」及び「GT2」） の登録競技として組織する。 

GT チャレンジ・アジアは、GT ワールド・チャレンジの一部であり、GT ワールドチャレンジの製造メーカー優勝者

のタイトルを構成し、GTチャレンジ・ヨーロッパ、GTチャレンジ・アメリカと組み合わされる。 

本シリーズは、また GT チャレンジ・アジア・ドライバータイトルを１つ、GT チャレンジ・アジア・GT3 カテゴリー・チ

ームタイトルを１つ、GT4カテゴリーのGT4アジア・ドライバータイトルとGT4アジア・チームタイトルを１つづつ構

成する。 

これはまた、以下のカップを含む。 GT チャレンジ・アジア Pro-Am カップ、シルバーカップ及び Am カップの各ド

ライバータイトル、及び GT4アジア Silver-Am及び Am カップの各ドライバータイトル。 

シリーズ登録の適用に関する一定の側面は、付則 5 で定義されるとおり SRO 競技委員会と SRO 技術委員会

に委ねられる。 

本規則書で使用される「イベント」、「競技会」などの用語は、国際モータースポーツ競技規則 第 20条 「定義」に

沿って規定されている。 本規則書において、自然人をさす用語は両方の性別にあてはまるものとする。 

1.1 本競技規則の最終決定は英語版であり、規則の解釈をめぐって議論が発生した場合には英語版が使

用される。 この文書の見出しは便宜的に付けたものであり、競技規則の一部を構成するものではない。 

料金や罰金などは US ドルで支払われる。 

1.2 本競技規則は 2022 年 1 月 1 日に効力を発し、本シリーズに関する全ての従来の競技規則と置き換え

る。 

1.3 GTワールド・チャレンジ製造者タイトルを統括する本規則の抜粋は、本規則の付則 2に規定のとおり。 

1.4   本規則は、SROが発行するCOVID‐19安全プロトコル、各国政府および ASNにより設定された規制に

よって補足された、COVID‐19 安全プロトコルに従って、変更や安全対策が追加される場合がある。 そ

のような変更または措置は、付則 1の文書やブルテン、または競技通知を通じてチームに案内される。 

1.5  公式競技通知、技術通知またはその他のブルテンによって案内された、または付則 1 の大会特別規則

書によるあらゆる競技規則の改訂は、最初（に発行された）規則よりも優先される。 ドライバーズ・ブリー

フィングノート、関連するプレゼンテーション、およびシーズン中に発行されるブリーフィングノートは正式な

文書であり、順守しなければならない。 

2.1 本シリーズに参加する全てのドライバー、競技参加者、オフィシャルは、彼ら自身を代表して、その従業

員と代理人がコードの補足や修正として提供される技術規則（付則 J 項 第 257A 条）、シーズン中に

序文 

1. 規則 

2. 一般的な同意 
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SRO 競技委員会から発行されるブルテンや説明、現行競技規則の全ての条文の遵守に同意すること。 

ブルテンはペアレント ASN、すなわちマレーシア・モータースポーツ・アソシエーションにより承認される。 

3.1 競技参加者の責務として、自身の参加に関連する全ての人物はコード、適用される技術規則、現行競技

規則、各競技の付則１、シーズン中に SRO 競技委員会から発行されるブルテンや説明にある全ての要

件を順守すること。 

3.2 各競技参加者は、自身の代理人（含複数名）をエントリー用紙に記入して任命しなければならない。 も

し競技参加者が競技の際に個別に参加できない場合には、当該者は代理人を任命して審査委員会に

書面で申告しなければならない。 競技中のいかなる部分でも、参加車両を預かる担当者は、要件が順

守されているかを競技参加者と共同で個別に確認する責任を負う。 

3.3 競技参加者は、競技中、自身の車両が適格性、保安条件、技術規則に準拠しているかを確認しなけれ

ばならない。 

3.4 車両を車検に提示することにより、当該車両は適格性を暗黙に満たしているとみなされる。 

 

3.5 参加車両に関わったり、何らかの業務でパドック、ピット、ピットレーン、またはトラック上に滞在する全て

の人物は、第12.2項のとおり適切なパスと衣服を常時着用しなければならない。 全ての違反は以下の

条件下でペナルティになる。 

a. 最初の違反：  $300.00 

b. 2回目の違反：  $450.00 

c. 3回目の違反：  $600.00 

3.6 シリーズ参加の全ドライバー、競技参加者、オフィシャルは、現在有効なライセンスを所持していなけれ

ばならない。 ドライバーに対する最低要件は、FIA国際 C級ドライバーライセンス、またはこれと同等な

身体障害ドライバー向け国際ライセンス、または該当する場合は当該 ASN 発行の有効ライセンス及び/

または認定である。 当該ドライバーは、関連する国際大会に参加するために、ASN からの適正と認可

を受けた有効なメディカル・サーティフィケートを所持していなければならない。 

3.7  競技参加者は、有効な国際エントラント・ライセンスを所持していなければならない。 もし当参加が有効

な国際エントラント・ライセンスの所持者によるものでない場合には、当該車両で参加するドライバーは、

関連するエントラント・ライセンスの競技参加者のを所持しているものとみなされる。 

4.1 競技会は何よりもまず、次のカテゴリー車両のために予約される。 

1） 以下の点を除き、該当する技術規則（付則 J項第 257A条）で定義されている FIA公認 GT3車両。 

a） 2013年以降に公認された全ての車両は、触媒コンバーター付で走行しなければならない。 

b） リストリクターは FIA定義のリストリクター形状を順守し、FIAの管理に従わなければならない。 

c） 最新版車両（の使用）は義務ではない。 

付則 J項 第 257A条で定義されている騒音レベルを順守しなければならない。 

d）  2022 年以降の公認車両については、製造者と SRO によって承認されたスプリングのみが使用さ

れる。 2022年に公認された Evo車両を含む、2022年より前に公認されたすべての車両は、公認

ファイルにリストされているスプリングを使用しなければならない。 

3. 一般条項 

4. 参加適格車両 
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e）  2022 年以降の公認車両の場合、メーカーと SROにより合意された、これらの最小値を測定するた

めの最低車高と車高ポイントが使用される。 

 

付則 J項 第 257A条で定義され騒音レベルを順守しなければならない。 

 

4.2 全ての GT3車両は付則 J項に則り、すべての保安機能に適合していなければならない。 

全ての GT4、GT2、GTC車両は技術規則に則り、全ての保安機能に適合していなければならない。 

FIAにより公認された耐久キットを搭載した GT3車両は、すべての大会で認められる。 完全な VO耐久キ

ットを使用する必要はない。 耐久キットまたはこの構成部品は、関連モデルと同じ年の FIA VO耐久から

のものでなければならない。（既存 VOの ER、VFまたは VOを除く）。 当該年に対応する VO 耐久キット

がない場合には、前年度のキットを使用しなければならない。 

FIAによって公認された GT3車両は、独立チームに販売可能な最低 20台の車両の利用可能性を含む顧

客レースプログラムの一部として、生産および販売されなければならない。 このプログラムには、スペアパ

ーツ、サービス、およびトラックでの支援サービス用の顧客クライアント部門が含まれなければならない。 翌

シーズンの販売用として生産された旧シーズンのファクトリー車両限定のプログラムは純正の顧客プログラ

ムとはみなされず、参加資格が与えられない。 

2)  障害ドライバーによる使用認可目的に限って適合部品が装着されたGT3車両が認められる。 この適合

部品は SRO技術委員会によって登録され承認されなければならない。 

そのような車両には、FIA身障者及びアクセシビリティ委員会により承認された共通ロゴを、車両の両ドアと

競技とテスト中の競技車両の前後に貼付して障害ドライバーの区別をしなければならない。 （2022年 コー

ド 付則 L項 第 11.2項参照） 

トロフィー車両 

3） GT3 “トロフィー車両” とは、  第 3世代の車両及び SRO3車両（既に非公認の GT3車両）のような旧

GT3車両を対象としている。 これらの車両は、一般的に最新の GT3車両仕様ではない。 FIA公認書式

に基づく FIA GT3車両及び SRO3車両は、GT3 トロフィーで競技が認められる場合があるが、BOPの対

象になる。 その他の ASNによる国内公認の GT3車両。 

4） 当該技術規則で定義されている、SRO用にRACBが公認したGT4グランド・ツーリングカー。 公認ＴＸ仕

様車両はGT4クラスで競技が認められる場合がある。 公認されたTX仕様車両は、（主催者の承認次第

で）GT4クラスでの競技が認められる場合がある。 

5） ワンメイクシリーズ用の GTC車両 （ランボルギーニ・スーパー・トロフェオ用のウラカン、アウディ R8カッ

プ、ランボルギーニ・スーパー・トロフェオ用のガヤルド、ポルシェカップ、フェラーリ・チャレンジを含む） 

これらの車両は、当該車両が参加する各シリーズの技術規則に規定の範囲で走行でき、規則書のコピー

を車検時に提出しなければならない。 全ての改造はプロモーター、テクニカル・デリゲートにより承認さ

れ、BOPの対象となる。 

6） SRO 技術委員会の認可を受けた車両。 技術委員会は当該車両をレース結果に記載すべきかどうか、

また表彰台やポイントの獲得資格を有するかどうかを決定するよう、競技委員会に対して要求する場

合がある。 

7） 該当する技術規則により定義された SRO GT2公認書式に基づく GT2車両。 
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4.3 各カテゴリーの車両適格性 

GT チャレンジ・アジアシリーズは、FIA公認書式による FIA GT3車両を対象とする。 

a． GT チャレンジ・アジア Pro-Amカテゴリーは、FIA公認書式による FIA GT3車両を対象とする。 

b． GT チャレンジ・アジア Silver カテゴリーは、FIA公認書式による FIA GT3車両を対象とする。 

c． GT チャレンジ・アジア Amカテゴリーは、FIA公認書式による FIA GT3車両を対象とする。 

d． GT4 Silver - Am カテゴリーは、適用技術規則の定義どおり、SRO向けに RACBが公認した GT4車

両を対象とする。 

e． GT4 Am カテゴリーは、適用技術規則の定義どおり、SRO 向けに RACB が公認した GT4 車両を対

象とする。 

f.   GTC Pro – Am 及び Amカテゴリーは、適用技術規則の定義どおり、GTC車両を対象とする。 

g.  GT2 Pro – Am 及び Amカテゴリーは、適用技術規則の定義どおり、GT2車両を対象とする。 

h.  招待クラスは主催者により選択された車両用であり、何らかの理由でGT3、GT2、GTC、GT4の車両

規定に準拠していない。 招待クラスへの参加は主催者の裁量による。 招待クラスにはポイントは付

与されない。 

5.1 各競技は制限付き国際競技の格式を持つ。 

競争とは、GT チャレンジアジアシリーズの年次カレンダーに登録されている全てのレースを意味し、参

加受付、技術車検、予選か否かを問わず全てのプラクティスセッション、そしてレース自体を含む。 

5.2 本シリーズは、以下の競技で構成される。 

• ケース A： レース 2回。 各レース時間は最長 1時間。 特別な状況で、1週末で 3回目のレースが

追加される場合があり、予選などは必要に応じて調整される。 レース形式はブルテンや競技ノートで

改訂される場合がある。 （誤解を避けるために、各大会のレースは本規則の目的上、一競技会と見

なされる。） 

各競技会は、公式タイムスケジュールと発行される全てのブルテンに沿って行われる。 

 

5.3 全ての場合において、先頭車両は規定時間が完了する周回の終わりにコントロール・ライン（ライン）を

横切るとチェッカーフラッグが提示される。 先頭車両が停止した場合は、トラックを走行中の 2位の車両

にチェッカーフラッグが提示される。 

5.4 ラインとは、トラックとピットレーンの両方を横切る単一のラインである。 

5.5 当該シリーズでの競技会は最大 6回に規定される。 

5.6 競技会の最終リストは、2022 年 1 月 1 日以前にプロモーターから公開される。 しかし不可抗力の場合

には、プロモーターはこの日付と競技会の形式を変更する権利を有する。 

5.7 不可抗力の場合、またはホストASN、ペアレントASN、およびプロモーターの合意により、競技会が中止

される場合がある。 競技会は後日に延期される場合、または2回の別々の競技会に分割される場合が

ある。 不可抗力の場合、ドライバーとチームの選手権タイトルは、予定されたレースの2/3が終了した時

点で表彰することができる。 

5. シリーズ競技 
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6.1 GTチャレンジ・アジアでは、以下のタイトルが授与される。 

GT チャレンジ・アジア・ドライバーズ・タイトルは、開催された競技で獲得したすべてのポイントを考慮して、

最高ポイントを獲得したドライバーに以下のタイトルが授与される。 

• オーバーオール （カテゴリーに関係なく GT3の上位 10台に基づく） 

• GT3 Silver 

• GT3 Pro - Am 

• GT3 Am 

GT チャレンジ・アジアのチームタイトルは、実際に行われた競技で各チームの上位車両2台が獲得した全て

の結果を考慮して、最高ポイントを獲得したチームに授与される。 

GT4 アジアでは、以下のタイトルが授与される。 

GT4アジア・ドライバーズタイトルは、開催された競技で獲得したすべてのポイントを考慮して、最高ポイントを

獲得したドライバーに以下のタイトルが授与される。 

• オーバーオール （カテゴリに関係なく GT4の上位 10台に基づく） 

• GT4 Silver - Am 

• GT4 Am 

GT4 アジアのチームタイトルは、実際に行われた競技で各チームの最高位の車両 2 台が獲得した全ての結

果を考慮して、最高ポイントを獲得したチームに授与される。 

GTCアジアでは、以下のタイトルが授与される。（エントリー台数により変更の場合あり） 

GTCアジア ドライバータイトルが最高ポイントを獲得したドライバーに授与される。 これは開催された競技

会で獲得した全てのポイントが考慮される。 

タイトルがオーバーオールに授与される。 

 

GTCアジア チームタイトルが最高ポイントを獲得したチームに授与される。 これは各チームの上位 2台が

実際に開催された競技会で獲得した全ての結果が考慮される。 

ブルテンによる案内で、追加のカテゴリーとタイトルが GTCアジアに授与される場合がある。 

GT2アジアでは、以下のタイトルが授与される。（エントリー台数により変更の場合あり） 

GT2 アジア ドライバータイトルが最高ポイントを獲得したドライバーに授与される。 これは開催された競技

会で獲得した全てのポイントが考慮される。 

タイトルがオーバーオールに授与される。 

 

GT2アジアチームタイトルが最高ポイントを獲得したチームに授与される。 これは各チームの上位 2台が

実際に開催された競技会で獲得した全ての結果が考慮される。 

ジャパンカップ (エントリー台数により変更の場合あり) 

6. タイトル 
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ジャパンカップカテゴリーで獲得できるポイントは、日本で開催される 4大会（鈴鹿、富士、岡山、菅生）で授

与される。 

ジャパンカップは、GT2、GT3、GT4 Silver-Am、AM車両で競技に参加する Pro-Am と Amの承認されたド

ライバー、及び GTC Pro-Am と AM ドライバー向けである。 ジャパンカップのドライバーは、全員 JAFライ

センス所持者でなければならない。 

2022年に追加のカテゴリーとタイトルが授与される場合がある。 

6.2  <なし> 

6.3  タイトルごとに個別の順位を認定する。 競技参加者は全てのイベントに出場する意向でシーズン参加の

署名をすること。 もしこれが特別な理由で変更される場合には、主催者の裁量によりトロフィー、タイトル、

賞金が保留される場合がある。 

6.4 ポイントの資格 

GT チャレンジ・アジアシリーズの１大会に参加するチームとドライバーは、チームタイトルとドライバータイト

ルのポイント獲得を目指して参戦する。 但し例外として、スポット参加者はシーズン最初の 3戦のうち 1戦が

最初に参加するレースの場合にのみポイントを獲得できる。 最初の参戦レースがシーズン最終戦の場合は、

シーズン前半に同じドライバーと車両の組み合わせで競技をしていない限りポイントを獲得できない。（主催

者の承認による） 

1チームはエントラント・ライセンス 1つにつき最大 3台までエントリーできる。 チーム・タイトルのポイント

は、完走した上位 2台の車両のみが対象となる。 

最終結果が発表されると、各レースで順位認定された各ドライバーにフルポイントが授与される。 

資格のあるドライバーのみがポイントを獲得できる。 招待クラス車両のドライバーはポイントを獲得できない。 

GT2車両は招待クラスの対象とみなされる。 ポイントは各クラスのオーバーオールクラスに付与され、加え

て GT3 Pro-Am、Amおよび Silver Cup クラス、GT4 Amおよび GT4 Silver-Am クラスに付与される。 

 

6.5 <なし> 

6.6 上位 3位以内の競技参加者の代表者とシリーズの上位 3位以内の入賞ドライバー、及び 5台以上の車両

が参加したカップまたはカテゴリーのドライバーは、シーズン終了後の授賞式に参加できるよう準備しなけ

ればならない。 授賞式の日程と場所は後日決定される。 もしカップに常時参加する車両が 5 台未満の場

合には、カップまたはカテゴリーの優勝者だけが授賞式に参加しなければならない。 全ての競技参加者は、

ドライバーが前述のように参加できるよう最善を尽くすこと。 

7.1 順位認定ポイントは、各大会終了後にシリーズのウェブサイトで公開される。 ポイントの適用に関する

議論があった場合には競技委員会によって決定される。 ポイントの適用に関する全ての質問や異議申

し立ては、議論対象のポイントが最初に公表されてから 14 日以内に SRO の競技ディレクターに提出し

なければならない。 順位認定ポイントは、シーズン最後の大会終了から 14 日後に最終とみなされ、現

在進行中の司法または競技の問題のみを条件とし、その時点からそれ以上の改正や修正は行われな

い。 

7.2 ケース A： 1時間のレースを 2回行うスプリント大会 

ポイントは以下の表に基づき、オーバーオールと全てのカップに対してそれぞれ授与される。 

ポイントは各レース終了後、オーバーオールと各カップに対して以下の表のとおり付与される。 

1位： 25ポイント 

7. ポイント 
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2位： 18ポイント 

3位： 15ポイント 

4位： 12ポイント 

5位： 10ポイント 

6位：  8ポイント 

7位：  6ポイント 

8位：  4ポイント 

9位：  2ポイント 

10位：  1ポイント 

スポット参戦は、Fanatec GTチャレンジアジア第3戦、またはジャパンカップ第2戦より前の任意の時点でエント

リーした場合にポイントが与えられる。 

スポット参戦は、シーズン最初の競技参加が最初の3戦の内のどれか（富士大会まで）の場合にポイントが授与

される。 富士大会以降に初めて競技に参加した場合には、シーズン前半に同じドライバーと車両の組み合わ

せで完走していない限りポイントが与えられない。 （主催者の承認により変更の場合あり） 
 

スポット参戦は、最初の参加の際に調整される場合がある。 シリーズ罰則（4）を参照すること。 

1チームはエントラント・ライセンス 1つにつき 3台までエントリーできる。 ただし、完走した上位 2台のみにポイ

ントが与えられる。 

 

7.6  全ての場合において、商用チーム名とは無関係にライセンス所持者によって指定されたとおり、チームポ

イントが競技参加者に与えられる。 

7.7 第 47条に基づきレースが中断され、再開できない場合、 

- 先頭車両が 2 周回以上走行しなかった場合、競技参加者またはドライバーにポイントは付与されな

い。 

- 先頭車両がセーフティ・カーまたはフル・コース・イエローの運用なしに 2 周回以上走行したが、本来

のレース時間の 75％未満の場合には、ポイントの半分が付与される。 

- 先頭車両が本来のレース時間の 75％以上を走行した場合には全てのポイントが付与される。 

最低運転時間を遵守しなかったドライバーを含む全てのドライバーに平等にポイントが付与される。 

上記の条件は、最終的な順位認定の基準として発表された結果に示された周回数に基づく。 

7.8 同着 

同じ順位の選手には、順位認定に従って賞典とポイントが一緒にかつ平等に与えられる。 

7.9 もし 2 名以上のドライバー、またはチームが同じポイント数でシーズンを終了した場合、シリーズの上位

入賞は以下のとおり授与される。 

a. 1位の獲得数が一番多いドライバー 

b. 1位の獲得数が同じ場合には、2位の獲得数が最も多いドライバー 

c. 2位の獲得数が同じ場合には、3位の獲得数が最も多いドライバーなど、勝者が決定するまで続く 

d. 上の手順で 2 名以上のドライバーを分けられなかった場合には、当該シーズンの最終レースで先にフ

ィニッシュしたドライバーが当該シリーズの他のドライバーよりも先にフィニッシュしたとみなされる。 

e. 特別な場合： ポイントを獲得したシリーズの全ての競技で同じドライバーの組合わせで参加し、同じポ

イント数でフィニッシュした同一車両のドライバーは、シリーズの同じ順位を分け合う。 例： 車両 A の

ドライバー1 と 2 は、シリーズの一般的な順位認定で平等に 1 位を認定される。 車両 B のドライバー

1 と 2は平等に 2位を認定され、この状況で最下位を認定されるドライバーが判定されるまで続けられ
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る。 

8.1 大会開催の申請は、大会開催国の ASN に対して行われなければならない。 これは、プロモーターと共に

ペアレント ASNにも適用される。 

8.2 <なし> 

各大会について、開催国のホスト ASNからビザが発行される。 ただし現行規則に必要なすべての書類が

正式に ASNに送られ、書類がシリーズ適用規則に準拠している必要がある。 

8.3 大会主催者は、すべての競技参加者、その関係者とドライバーが第三者の保険に加入していることを確認

しなければならない。 

8.4 大会開催 30日前に、主催者は保険対象となるリスクに関するプロモーターの詳細を送る必要があり、この

詳細は有効な国内法を順守する必要がある。この保険証書は当該国の言語と英語で記載され、競技参加

者が利用できるようにすること。 

8.5 大会主催者が手配する第三者保険は、競技参加者または大会に参加する他の自然人または法人が加入

する個人の保険契約に追加するものであり、損害を与えることはない。 

8.6 大会に参加するドライバーはお互いに第三者ではない。 

9.1 GTチャレンジ・アジア・シリーズでは以下の競技役員が任命される。 

- シリーズ・ゼネラルマネージャー 

- シリーズ技術委員 

- 常任シリーズ・レース・ディレクター 

- 審査委員長/ 国際審査委員会 

 

SRO競技委員会 

SRO 競技委員会の目的は、国際モータースポーツ競技規則で定義されるとおり、大会役員の独占的役務

の範囲外にある、競技規則と技術規則の適用に関する特定分野を管理することである。 付則 5を参照す

ること。 

10.1  カテゴリーごとのドライバーラインナップ 

各車両は 2名のドライバーにより運転される。 主催者の裁量によりドライバー1名だけのエントリーが認め

られる場合がある。 

GTチャレンジ・アジアの SRO競技委員会（第 9.1項）は、シリーズの基準に則り任意のドライバーの FIA

カテゴリーを修正する権利を有する。 カテゴリーの降格が指示されたドライバーはエントリーリストにアスタ

リスク（*）が表示される。 

SRO競技委員会は、大会開始後に成績の記録を公表したドライバーを暫定的にカテゴリー分けする。 そ

のような暫定カテゴリーは FIA カテゴリーとしては構成されない。 

以下の組合せは認められない。 

8. 主催者、組織及び保険 

9. 競技役員 （オフィシャル） 

10. ドライバーの参加条件およびクルーの編成 
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プラチナ + プラチナ  ： 認められない 

プラチナ + ゴールド  ： 認められない 

プラチナ + シルバー  ： 認められない 

ゴールド + ゴールド  ： 認められない 

ゴールド + シルバー ： 認められない 

a） GTチャレンジ・アジア Pro-Am カテゴリー 

ドライバーカテゴリーが適用され、ブロンズ・ドライバー1名のみのペアしか認められない。 

2名のドライバーのうち 1名は、承認されたアジア人ドライバーでなければならない。 国籍は通常パスポー

トに基づくが、これに限定されない。 オーストラリア人とニュージーランド人は、このクラスではアジア人とは

見なされない。 Pro-Amのペアには、ブロンズ・ドライバー1名に加えて、シルバー、ゴールド、またはプラチ

ナ・ドライバーが必要である。 全てのペアは主催者の裁量で承認される。 

b） GTチャレンジ・アジア シルバー・カテゴリー 

ドライバーカテゴリーが適用され、以下のペアが認められる。 

• シルバー + シルバー 

2名のドライバーのうち 1名は、承認されたアジア人ドライバーでなければならない。 国籍は通常パスポー

トに基づくが、これに限定されない。 オーストラリア人とニュージーランド人は、このクラスではアジア人とは

見なされない。 シルバーカップに出場できるのは、シルバー・ドライバーのみである。 すべてのペアは主

催者の裁量で承認される。 

シルバー + シルバーのペアには追加のペナルティが発生する。 

c） GT チャレンジ・アジア Amカテゴリー 

ドライバーカテゴリーが適用され、以下の最大ペアが認められる。 

• ブロンズ + ブロンズ 

GT3 Am カップ： ブロンズのアマチュアドライバー専門。 両方のドライバーがアジア、オーストラリア、ニュ

ージーランドの生まれか現在居住していること。 

d） GT4アジア Silver - Am カテゴリー 

ドライバーカテゴリーが適用され、ブロンズドライバーは 1名しか認められない。 

GT4 Silver - Am： 2名のドライバーのうち、1名は承認されたアジア人ドライバーでなければならない。 

国籍は通常パスポートに基づくがこれに限定されない。 オーストラリア人とニュージーランド人は、このクラ

スではアジア人とは見なされない。 Pro - Amのペアは、ブロンズ・ドライバーとシルバー・ドライバーで編成

しなければならない。 全てのペア編成は主催者の裁量による。 

 

e） GT4アジア Am カテゴリー 

ドライバーカテゴリーが適用され、以下の最大ペアが認められる。 

 ブロンズ + ブロンズ 

GT4 Am： ブロンズのアマチュアドライバー専門。 2名のドライバーは、アジア、オーストラリア、ニュージー

ランドの生まれか、現在居住しているか、アジアのパスポートを持っていなければならない。 

f)  GT2 & GTC アジアAm カテゴリー (エントリー台数により変更の場合あり) 
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• ブロンズ + ブロンズ 

 

GT2 & GTC Am: ブロンスグレードのアマチュア・ドライバー向けに予約される。 両方のドライバーはア

ジア、オーストラリア、ニュージーランド生まれたか現在居住しているか、またはアジア圏内のパスポートを所

持していなければならない。 

 

g)   GT2 & GTC アジア Pro-Am カテゴリー (エントリー台数により変更の場合あり) 

ドライバーカテゴリーが適用され、ブロンズドライバーは 1名しか認められない。 

 

2名のドライバーのうち、1名は承認されたアジア人ドライバーでなければならない。 国籍は通常パスポー

トに基づくがこれに限定されない。 オーストラリア人とニュージーランド人は、このクラスではアジア人とは見

なされない。 Pro - Amの組合せは、ブロンズ・ドライバー1名とシルバー、ゴールド、またはプラチナ・ドライ

バー1名で編成しなければならない。 全てのペア編成は主催者の裁量による。 

 
 

h)  ジャパンカップ (エントリー台数により変更の場合あり) 

ジャパンカップは、GT2、GT3、GT4 Silver-Am、GTC車両で競技に参加する Pro-Am と Amの承認されたド

ライバー向けである。 ジャパンカップのドライバーは、全員 JAF ライセンス所持者でなければならない。 全

てのペア編成は主催者の裁量による。 

主催者に対するごまかしが発覚したドライバーは、発覚するまでに獲得した全てのポイントが剥奪される場

合がある。 更に彼のペアドライバーと所属チームは、当該ドライバーが貢献した全てのポイントを剥奪され

る。 

チーム関係者の編成は、各大会開始の少なくとも 14日前にプロモーターに送る必要がある。 審査委員会

により認められた不可抗力の場合を除き、参加受付終了後はチーム関係者の変更が禁止される。 

注： 1台の車両は 1つのカップとカテゴリーのみに参加できる。 複数のカップに参加資格があるラインアッ

プの場合（例えばシルバーカップのシルバー/ブロンズ、または Pro-Am）、競技参加者は、参加受付の終了

前にどのカップで競技するかを決定しなければならない。 

SRO競技委員会はドライバーを再度カテゴリー分けしたり、特定のドライバーまたはペアを、車重、タイムの

調整、または他の調整手段により、シーズン中に調整する権利を有する。 

SRO競技委員会は、ドライバーが GTワールド・チャレンジ・アジアの資格があるかどうかを決定する権利

を有する。 さらにドライバーは、最初の競技で最大 50 kgのウェイトハンデを与えられ、その後の競技で許

可が延長される前に再評価される。 SRO技術委員会はそのようなドライバーのウェイトハンデを設定し、そ

の後の大会用にこれを調整する場合がある。 

SRO競技委員会は、GTワールド・チャレンジ・アジア、GT4アジア、GT2または GTC クラスの精神を危険

にさらす可能性があると考えられる経験豊富なブロンズドライバーのエントリーを拒否する場合がある。 特

に Pro - Amにエントリーした Am ドライバーのアマチュア的側面、GT4 カテゴリー、GT2または GTC クラ

スのいずれかでシリーズのアマチュア性を維持するためにエントリーを拒否する。 過去 2年間にシルバー

からブロンズに再度カテゴリー分けされたドライバー、及び以前プラチナまたはゴールドに分類されていた、

または分類されていたであろうドライバーはエントリーを拒否される場合がある。 

10.2 GT チャレンジ・アジアシリーズは、主にシーズンを通じてタイトルを獲得するために競技に参加するドライ

バーを対象とする。 

第 11.3項の制限により、チームが複数の競技参加者ライセンスで車両をエントリーする場合、これらのライ

センスでエントリーした全ての車は、本条項の目的上、1つのチームと見なされる。 
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10.3 エントラントは有効な国際エントラント・ライセンスを所持していなければならず、有効な国際エントラント・

ライセンスの所持者がエントリーを行わない場合、ドライバーは自身が対応するエントラント・ライセンスを所

持していることを条件として、国際モータースポーツ競技規則の下でエントラントと見なされる。 

すべてのドライバーに対して、 

(a) FIA http://www.fia.com/fia-driver-categorisation によるグレード認定が必要である。 SRO競技委員

会は、GT レーシングと GT ワールド・チャレンジ・アジアの基準に則り、FIA ドライバーグレードを修正

する権利を有する。 一時的にカテゴリーが降格されたドライバーには、エントリーリストにアスタリスク

(*)が表示される。 

(b) 最低限かつ有効な国際医療記録カードとして、現在有効な国際 C 級競技ライセンスを所持すること。 

国際モータースポーツ競技規則第 3.9.4 項に則り、ASN が発行する競技ライセンス所持者は、ライセ

ンスを発行した ASN（National Sporting Authority）から競技許可証（ビザ）を取得しなければならない。 

10.4  カテゴリー分けされていないドライバーは、 FIA ウェブサイト  http://www.fia.com/fia-driver-

categorisation にあるリンクを使用して、参加を希望する最初の大会開始の遅くとも14日前までに成績

の記録を FIAに送らなければならない。 

カテゴリーの定義、ドライバーの分類リスト、および申請書は FIA のウェブサイトに掲載されている。 

カテゴリーに関する全ての決定は、FIA ドライバー・カテゴリー委員会の権限の下で行われる。 大会への参

加が認められている競技参加者リストには、各ドライバーに帰属するカテゴリーが表される。 

SRO競技委員会は GTおよび/または耐久レースの基準に則り、あらゆるドライバーの FIA カテゴリーを修

正する権利を有する。 

ドライバーの FIAカテゴリーを下げる降格は、スポット参加レースごとのみに発行され、各大会後に再度評

価される。 

GTチャレンジ・アジア・シリーズ 向けの FIA ドライバー・カテゴリーを昇格するカテゴリー変更も発行される

場合がある。 

降格ドライバーは、SRO競技委員会により決定される追加の制限や罰則を受けることがある。 

降格の通知を受けたドライバーの走行は SRO競技委員会により監視される。 降格は予告なしにいつでも

解除される場合がある。 

特にレースでのベストラップタイム 10回の平均を計算したドライバーの走行が、レースを行っているカテゴリ

ーのトップ 10のベストドライバーの平均タイムと同じかそれよりも優れている場合、降格はイベント終了後 5

日以内に SRO競技委員会により審査される。 競技委員会は降格の継続に関して適切と判断する決定を

下せるが、通常、最初の違反は走行時間に関する警告および/または追加の制限とし、2回目の違反は即

時の降格剥奪になる可能性がある。 更に当該カテゴリーの他の車両の平均と比較した走行中ドライバー

の平均パフォーマンスを使用して、降格の継続を決定する。 

あらゆるドライバーの降格には、罰則の追加を伴う場合がある。 これらは競技委員会が発行する確認書類

で指示される。 審査委員会により受け入れられた不可抗力を除き、これらの制限を順守しなかった場合に

は降格が解除され、競技失格までを含むその他の罰則が含まれる場合がある。 

FIA ドライバー・カテゴリー委員会から、翌年に降格される確認状を受け取ったドライバーには、降格が検討

される。 

シーズン中に SRO競技委員会が必要と判断した場合は、ドライバーのパフォーマンスに関する上記の基準

を調整するか、他の基準を追加することができる。 

ドライバー・カテゴリーと降格に関する苦情は、公式エントリー・リストの公表後、遅くとも 30分以内に審査委

員会に報告しなければならない。 この時間を過ぎると、大会中にそれ以上苦情を申し立てることはできな

い。 イベント中にこの変更が解除されることはない。 

http://www.fia.com/fia-driver-categorisation
http://www.fia.com/fia-driver-categorisation
http://www.fia.com/fia-driver-categorisation
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審査委員会は既に大会が開始された後に、自身の成績の記録とともに公表するドライバーを暫定的に分類

する。 このような事後の分類要請は、200 ドルを SRO モータースポーツ・ファンドに支払うこと。 この暫定

的な分類は 1大会に対してのみ有効であり、FIAカテゴリーを構成するものではない。 

11.1 エントリー制限 

GTチャレンジ・アジア、GT4 アジア、GT2及び GTCアジアの各大会の最大エントリー台数は、第 21条 

（国際モータースポーツ競技規則 付則 O項）に則って設定される。 

11.2 なし 

11.3 エントリー条件 

フルシーズンとスポットの参加者が認められる。 

競技参加者は、エントラント・ライセンス 1つにつき、最大 3台までの車両を参加させることができる 

フルシーズンまたはスポットで GTチャレンジアジア・シリーズにエントリーするための申請書は、ウェブサ

イト https://www.gt-world-challenge-asia.com/ の Teamsセクションからダウンロードできる。 

a） シリーズ参加を希望するチームは、2022年 5月 16日までに登録及びエントリーフォームと適切な料金を

シリーズ・コーディネーターに返送して、競技参加者として登録しなければならない。 

シーズン中にシリーズ参加するチームは、最初に参加したい大会開始の最低 10営業日前にエントリーす

る必要があり、これに遅れると 500 ドルの管理費が発生する場合がある。 

エントリー料金は、SROに（米ドルで）全額支払わなければならない。 

GT3/GTC/GT2 早割・シーズンエントリー $43,000* （2月 28日まで） $48,000* (3月 1日以降) 

GT4  早割・シーズンエントリー $37,000* （2月 28日まで） $42,000* (3月 1日以降) 

 

GT3/GTC/GT2 ジャパンカップ・シーズンエントリー $36,000* （5月 1日以降は$41,000） 

GT4  ジャパンカップ・シーズンエントリー $31,000* （5月 1日以降は$36,000） 

 

b） スポット参加のエントリーは、参加可能台数まで以下の料金で受付けられる。 

GT3/GTC/GT2  $9,500* 

GT4    $8,500* 

 

*カーボン・ニュートラル費用がエントリー料金に加算される。 

シーズン・エントリー $700 

ジャパンカップ  $560 

スポット参戦  $140 

 

スポットエントリーはガレージを共有するか、トラックの許容台数やガレージ（の大きさ）に応じて日よけの

下で作業を行う。 フルシーズンのエントリーでもガレージの共有や日よけの下での作業を要求される場

合があるので、この状況に備えなければならない。 エントリーの締切りは、当該競技開始の 14日前であ

る。 

11. 競技参加者の参加申請とエントリー条件 

https://www.gt-world-challenge-asia.com/
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c） 参加した各車両について、競技参加者はスタッフパスと車両パスを受け取る。 何らかの理由でパスを交

換しなければならない場合には、料金が発生する。 

d） エントリーは譲渡できず、エントリー料金は返金されない。 

すべての金額に VAT（付加価値税）は含まれない。 競技参加者の課税状況に応じて、適用される規則

に則って VATが追加される場合がある。 

e） プロモーターは、申請を拒否する権利を有する。 

f） 申請書には以下の含むこと 

1. 申請者がコード、技術規則、競技規則に目を通して理解し、自分自身、またシリーズ参加に関連する

すべての人物が、これらを順守することに同意することを確認する。 

2. 競技参加者名 （ライセンスに記載されているとおり） 

3. チームに代わって署名する権限を与えられた公式チーム代表者氏名 

4. ASN発行のエントラント・ライセンスのコピー 

5. 競技車両のメーカーとモデル 

6. 参加車両が協議するカテゴリー 

7. ドライバーの氏名 

8. チームが使用したい商業名 

9. フルシーズンの競技参加者のみ、エントリー台数で全ての大会に参加する申請者による保証 

10. エントリー料金全額 

g) すべての競技参加者は、ピットガレージの装飾、車両のカラーリング、チーム関係者およびドライバーのス

ーツに関して、シリーズ・パートナーからのスポンサーシップに関する指定ガイドラインに従わなければな

らない。 プロモーターは全ての競技参加者の車両とスーツに貼付スペースを確保すること（付則 3 を参

照）。 タイヤの製造者、リトレッド、販売または流通関連の企業からのスポンサーは認められない。 特定

の車両番号をリクエストすることができ、主催者の裁量で認められる場合がある。 

h） 各チームはチーム商業契約書 2通に署名し、遅くとも最初に参加する競技会の開始前にこれをプロモータ

ーに返送しなければならない。 契約書に署名しなかった場合には、審査委員会に報告され、当該チーム

は競技への参加を拒否される場合がある。 

i） チームとは、特定のエントラント・ライセンスでエントリーされた車両として定義される。 チームは、競技参

加者名とは別の商用チーム名を使用できる。 2 つのチームが同じ商用チーム名を使用することはできな

い。 

j） 別々のライセンスでエントリーされた車両には、同じ模様（つまり、全体的なデザインテーマとレイアウト）を

認めない場合がある。 マーシャルやオフィシャルが簡単に区別できない配色が 2 つのチームにある場合

には、最初に参加する大会までに十分な変更を行うように要求される。 

どのチームにも、車両には簡単に区別できるデザインをしなければならない。 車両のドア、ボンネット、ま

たは屋根に車両番号と混同される可能性のあるロゴを貼付することは禁止される。 

k） エントラントは、エントリー変更が発生する少なくとも 1 週間前までに、シリーズ・コーディネーターに書面で

申告する責任を持つ。 組合せペアの変更は主催者による承認の対象となり、車重またはタイムの調整が

必要になる場合がある。 

l)  エントリーの受理または拒否は主催者の独断による。 
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12.1  制限エリア内のキャパシティに参加する参加者は、パスをはっきりと見える位置に着用しなければならな

い。 プロモーターのみがパスを発行できる。 パスは、本人および発行目的にのみ使用できる。 

12.2  <なし> 

12.3  アクセス 

チームは、フルアクセスまたはメディアパスの所持者をピットガレージから排除することはできない。 また、

プロモーターから配布されたパスよりも優先して追加のパスを作成したり配布したりすることはできない。 

チームメンバーは、ガレージの反対側のピットウォール・エリアまたは割り当てられたサインエリアに制限さ

れる。 

オフィシャルとフルアクセスのパスを持つプロモーターの代表者は、サーキット境界内のチームエリアに立

ち入ることができる。 

12.4  腕章 

ピットストップ中に使用するために、次の腕章が発行される。 

• カーコントローラー用の白い腕章 

• メカニック用の赤い腕章 

• 業界関係者に発行される黄色の腕章。 業界関係者は、ピットレーンの服装指示に従う必要がある。 

• ベントマン用の青または緑の腕章（該当する場合） 

腕章は常に 1つだけ着用が認められ、腕章は腕にのみ着用が認められる。 

この違反に対する罰則が審査委員会により課される場合がある。 

13.1 ドライバー用車両番号と制限 

ケース A： 1時間のレースを 2回行う大会の場合 

競技を通して同じ車両を運転するドライバーの人数は 2名以下 

（以下で指名される者を除く） 

各車両につき、チームマネージャーは、参加受付終了までに各競技の「ドライバー1」と「ドライバー2」をそれ

ぞれ指名しなければならない。 次の規則が適用される。 

- 両方のドライバーの FIA ドライバー・カテゴリーが同じ場合、チームはドライバー1 とドライバー2 を選択

できる。 しかし、プロモーターはブロンズ/ブロンズ・ドライバーの編成に関して、一番速いドライバー、ま

たはより経験のあるドライバーをドライバー2に決定する権利を有する。 

- 他の全ての場合、ドライバー1は、FIA ドライバー・カテゴリーに則り下位カテゴリーのドライバーとする。 

全ての場合において、各チームは参加受付終了までにドライバー1 とドライバー2を確認しなければならない。 

この時点以降は、審査委員会の承認がなければドライバー編成の変更はできない。 

主催者の裁量により、ドライバー1名でのエントリーが認められる場合がある。 

この場合、当該ドライバーはドライバー1 とドライバー2の両方を担当する。 ドライバーには、ドライバー交

代を含まないピットストップ義務の最短タイムが追加される場合がある。 

このようなドライバーはケース・バイ・ケースで認められ、SRO競技委員会によって書面で通知される。 

12. 入場パス・サイトへの立ち入り・腕章 

13. ドライバーの指定と交代 
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13.2 ドライバー交代 

a)  競技中、ドライバーは車両を変更することはできない。 

b)  各ドライバーは、1台の車両を運転するためだけに指名される。 

c)  ドライバー交代はフリー・プラクティスの開始前に、審査委員会の同意を得てのみ行うことができる。 

d)  ドライバー編成の提出後に変更をしたい場合には、競技参加者が書面による要請を提出した後に、審

査委員会のみが全ての変更を承認することができる。 このような承認は、例外的な状況または不可

抗力の場合にのみ認められる。 宣言されたドライバー編成に反した場合には審査委員会に報告され、

これが適切と判断された場合には罰則が科せられる。 

e)  フリープラクティスの開始後、ドライバーの交代は不可抗力の場合にのみ認められ、審査委員会の承

認を条件とする。 審査委員会は適切と判断した場合にはあらゆる制限、条件、または罰則を科すこと

ができる。 

13.3 運転 

ドライバーは他人の支援なしに１名で車両を運転しなければならない。 

 

14.1 SRO 競技委員会、審査委員会、レース・ディレクター、または競技ディレクターは、コードに従って特別

な回覧を使用して競技参加者に指示を与えることができる。 これらの回覧は全ての競技参加者に配

布され、競技参加者は受信確認をしなければならない。 競技参加者または競技参加者が指名した

代表者の署名が必須である。 

14.2 すべてのクラス分け、スタート・グリッド、プラクティスとレース結果、および大会役員が発行したすべて

の裁定は、デジタル掲示板と公式掲示板の両方に掲示される。 

14.3 全チームは、イベント中常に GT チャレンジ・アジア・シリーズのチーム・メッセージング・システムに接

続して、これに監視されなければならない。 

14.4 特定の競技参加者に対する裁定や連絡は可及的速やかに競技参加者に伝えられ、受信確認がされ

なければならない。 GT チャレンジ・アジア・シリーズのチームメッセージング・システムを使用して召

喚状や文書を送信したり、チームの受信を確認したりできる。 

14.5 全てのチームは（SRO からレンタルされる）必須のレースコントロール無線機のスイッチをオンにして、

レース・ディレクターからチームへの連絡に使用されるレースコントロール・チャンネルに合わせておか

なければならない。 無線チェックは毎日開始時に行われ、チームは GT チャレンジ・アジアのメッセー

ジングシステムを使用して返信しなければならない。 チームは予選とレースの各セッション開始 15分

前からセッション終了まで、またはパークフェルメ開始まで、無線を聴いていなければならない。 

14.6 チームと車両間の無線通信： 要請があった場合、各チームはプロモーターとチームと各車両ドライバ

ー間の通信に使用される無線周波数とアクセスコードを提供しなければならない。 各チームは、チー

ムとドライバー間の無線会話の選択された録音を公式テレビ制作会社が使用することを許可する。 

このような素材は、大会のテレビ放送に制限なく使用することができる。 安全上の理由から、必要に

応じて大会役員もこの会話を聴くことがある。 

15.1 パドック、ピットレーン、またはトラックで発生した全ての事象 （あらゆる種類の挑発的な行為、口頭ま

たは身体的な脅しやソーシャル・メディア、ネットワーク、での不適切なコメント、スポーツマンシップに

反する行為、また大会や競技に関連する違反行為、チームメンバーまたは競技参加者の責任下にあ

14. 競技参加者への指示と連絡 

15. 反スポーツマンシップ行為 
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る人物によって行われた Fanatec GTチャレンジ・アジアパワードバイ AWSへの違反とみなされる行

為や事象）は審査委員会に報告され、適切とみなされるあらゆる行動が取られる。 チームはメンバー

の行動に対する責任を負い、行動に応じた罰則を受けることがある。 

レース・ディレクターは、競技参加者による反スポーツマンシップ行為や、ドライバーによるあらゆる競

技やフェアプレー精神に反する行為を報告する場合がある。 

反則行為の程度に応じて、特に大会や競技のセキュリティに影響を与える犯罪に対しては、以下の罰

則が科される場合がある。 

• グリッド降格 

• 予選タイムの抹消 

• 最大 5分間のストップ・アンド・ゴー・ペナルティ 

 

15.2 競技参加者は、パドックとピットレーンの清潔性と安全性を維持するために、全ての大会で発行された

規則や指示に従うよう期待される。 水や電気などの資源を無駄にしないように努力しなければならな

い。 油やその他の液体が環境汚染になるような排出をさせてはならず、この目的のために指定場所で

処理する必要がある。 タイヤは競技参加者が保管するか、該当する場合にはピレリに返却しなけれ

ばならない。 これらの措置に従わなかった競技参加者は、審査委員会に報告される。 チームは、メン

バーの行動に責任を負い、必要に応じて罰せられる場合がある。 

 

15.3 特に、全ての大会で次のルールに従わなければならない。 

 車両は指定エリアにのみ駐車でき、有効な車両パスを表示しなければならない。 間違ったエリア

で見つかった車両や車両パスがない場合にはすべてレースから排除され、チームは審査委員会に

報告され、最低 1000ドルの罰金が科せられる。 特にパスやその他の入場用文書を偽造または複

製しようとした場合には審査委員会に報告され、それに応じて競技者に罰則が科せられる。 配達

用パスを所持する車両またはバンは、配達目的でのみ最大 30 分間パドック内でこのパスを使用で

きる。 この時間経過後、彼らは正しい駐車場に戻らなければならない。 

 速度超過や指定の走行規定とは反対方向への走行など、パドックでの危険な行動は罰せられる場

合がある。 

 チーム、チームスタッフ、及びサプライヤーは、パドック内の競技、ホスピタリティ、またはその他設

備の設置に関して、大会組織からの指示に常に従うこと。 所定の指示に従うことを拒否した場合、

チームは審査委員会に呼び出され、必要に応じて競技参加者が罰せられる場合がある。 

 チーム及び競技参加者は、プロモーター、サーキットや ASN により規定された特定医療及び安全

プロトコル（ガイドライン）をチームメンバーと関係者全員が厳守しているかを確認しなければならな

い。 この所定の指示に従わない場合は、競技参加者は審査委員会から呼び出され、大会失格や

一部のチームメンバーや関係者全員が会場から退去するよう指示される場合がある。 

16.1  レース・ディレクターは、トラック上で発生した全てのインシデントや本競技規則またはコードに違反した

疑いのある事象を審査委員会に報告する場合がある。 審査委員会は、審査後に調査を続行するかど

うかを独断で決定する。 審査委員会は自身で記録したインシデントを調査する場合もある。 

 

16.2 複数の車両に関連するインシデントはすぐに調査、または関連セッションやレース終了後に検証を行うこ

とができる。 少なくとも 1台の車両が継続できなくなるようなインシデントは、自動的に調査対象になる。 

16. インシデントと制裁 
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16.3  a） レース・ディレクターの報告または要求に応じて、インシデントに関与するドライバーおよび/またはチ

ームメンバーが罰せられるかどうかは、審査委員会の裁量で決定するものとする。 

b） インシデントが審査委員会によって調査中の場合、全てのチームにどのドライバー（達）が関与してい

るかを知らせるメッセージが計時画面に表示される （サーキットにこのような設備がある場合）。 ただ

し、インシデントが調査対象になったという通知を表示しなくても、その調査またはその後の裁定や罰

則は無効にならない。 

c） ドライバーが衝突またはインシデントに関与（第 16.1項を参照）してレース終了後 30分以内に審査委

員会から通知があった場合には、ドライバーは審査委員会の同意なしにサーキットから出てはならな

い。 

16.4 審査委員会は、インシデントに関与するドライバーに対して、該当する場合、および/または代替として、ま

たは他の利用可能なペナルティに加えて、以下の 6つのペナルティの 1つ以上を同時に科すことができ

る。 

a)  タイム・ペナルティ： 次のピットストップ時に消化される。 

b)  ドライブ・スルー・ペナルティ：  ドライバーはピットレーンに入り、停止せずにレースに復帰しなけれ

ばならない。 

c)  ストップ＆ゴー・タイムペナルティ：  ドライバーはピットレーンに入り、ペナルティー・ゾーンで指示を

受けた時間停車した後に、再びレースに参加しなければならない。 

d)  ストップ＆ゴー・ペナルティ： 次のセッション開始時に消化される。 この場合、指定されたペナルテ

ィ・タイムが経過するまで、関係車両はセッション開始時にピットレーンの作業エリアから出ることはで

きない。 

e)  当該ドライバーが次に参加するレースでグリッド位置の降格 

f)  シリーズの次のレースまたは競技会から当該ドライバーを失格 

16.4 レース終了後、またはレース中、最後の 10 分間に上記 16.4 a）、b）または c）の罰則のいずれかが審査

委員会の裁量で科されて通知される場合 以下の第 16.6 条は適用されず、a）の場合は最低 30 秒、b）

の場合は最低 35秒 + ペナルティタイムが当該車両の経過時間に加算される。 
 

通常、罰金はドライバー、または直接競技への参加がないチームメンバーの行為のみに関連する項目に

対して科せられる。 これには不可抗力、または事前の同意なしでのドライバーズ・ブリーフィングや記者

会見の欠席、フリー・プラクティスまたは予選中のピットレーンでのスピード違反、または審査委員会によ

ってこのカテゴリーに該当すると見なされるその他の項目が含まれる。 罰金として支払われた金額は、マ

レーシア・モータースポーツ連盟に支払われる。 国際モータースポーツ競技規則 第 12.8.3項を参照す

ること。 罰金は国際モータースポーツ規則第 12.4.1.c項に則り、公共利益の業務遂行義務を伴うか、ま

たはこれに置き換えることができる。 

フリープラクティス中に発生したインシデントは、当該セッションまたは次の同じセッション中に、審査委員

会により決定される時間分のストップ・アンド・ゴー・ペナルティが科される場合がある。 フリープラクティス

中にペナルティが消化される可能性なくインシデントが発生した場合、ペナルティは罰金に変更される場

合がある。 

予選中に発生したインシデントは、レース・ディレクターまたは審査委員会によりラップタイム抹消、またはス

タート・グリッド位置の降格のどちらかになる場合がある。 降格後の順位は審査委員会により決定される。 

異なるカテゴリーの車両やドライバーが関係するインシデントでは、よりプロフェッショナルなドライバーは、

証拠でそうでないことを示さない限り過失とみなされる。 

異なるカテゴリーの車両同士が接触した場合、審査委員会は状況に応じて適切であると考慮した罰則を科

すことができる。 
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16.6 審査委員会が第 16.4 項 b.または c.に規定されている罰則の 1 つを科すことを決定した場合には、以下

の手順が適用される。 

a． 審査委員会の決定が計時画面で案内された時点から、当該車両はピットレーンに進入する前にトラッ

ク上のラインを 2 回通過でき、第 16.4 b 項に基づくペナルティの場合はペナルティゾーンに進み、そこ

でペナルティストップの時間だけ停止すること。 審査委員会により特に指定されていない限り、ストッ

プ・アンド・ゴーおよびストップ・アンド・ゴーのペナルティータイムは、各チームのピットボックス前で消化

される。 チームは当該車両が通知された時間、停止することを保証する責任を負う。 

b． ただし、ペナルティーを提供するために既にピットエントリーにいた場合を除き、セーフティー・カー手順

またはフル・コース・イエロー手順の導入後にペナルティーを消化することはできない。 ドライバーがセ

ーフティ・カーの後方で、またはフル・コース・イエローの手順中にラインを通過する回数は、トラック上

のラインを通過できる最大回数に加算される。 

ペナルティ・タイムが発生した結果、ピットレーンで車両が停止する間は、作業ができない場合がある。 

ただしエンジンが停止した場合には、第 33.11 c）項を順守して、ペナルティータイムが経過した後にエンジ

ンを始動することができる。 ドライバーが自力で車両を始動できない場合は、当該車両はメカニックによ

ってピットガレージに退避される。 

c． ペナルティ・タイムの時間が経過すると、ドライバーはトラックに復帰できる。 

d． チームは計時画面または審査委員会から発行された文書のいずれかの、書面で通知されるまでペナ

ルティを受けることはできない。 

e． 審査委員会が第 16.4.a 項に規定されている時間のペナルティを科す決定をした場合には、以下の手

順を適用する。 

ドライバーは次のピットストップでピットレーンに入り、パルクフェルメ条件下で指定ペナルティ時間の間、自

身のピットストップ位置で停止しなければならない。 この時間中、チームは誰も車両に触れてはならず、ド

ライバーはドアを開けてはならない。 指定時間が経過したら、第 36条から第 39条に基づいてピットストッ

プが開始される。 これにはセーフティ・カー手順の運用中にドライバーが行う停止が含まれる。 

このようなペナルティが科された後、当該車両が再度ピットストップをしない場合には、当該車両の経過レ

ース時間にペナルティ時間が加算される。 

レース後に適用されるタイムペナルティが１周のラップタイムよりも長い場合には、審査委員会の決定によ

り所定のラップ数を削除するペナルティに変換され、残り時間がタイムペナルティとして適用される。 

レース中に赤旗で中断され、ペナルティの消化前にレースの再開ができない場合には、当該車の経過レー

ス時間にペナルティ時間が加算される。 

16.7 本規則書で示される罰則はガイドラインのみである。 審査委員会は本競技規則で明確に定められた、ま

たは規則違反があった場合にコードに基づき適切と判断する範囲で、適用可能な罰則を組み合わせたペナ

ルティーを科すことができる。 さらに審査委員会は自身の裁量で中断された罰則を発効する場合がある。 

本規則のいかなる部分も、審査委員会が権限を超えるペナルティがいかなる場合にも価値があると考える

場合には、審査委員会がコードに従って追加のペナルティを検討するために適切な ASNに照会することを

妨げるものではない。 

16.8 補正タイム・ペナルティ 

補正タイム・ペナルティは、各レースで GT3 と GT4の上位 3位までに入賞した車両とドライバーに割り当て

られる。 これらの補正タイム・ペナルティは、その競技参加者が次に参加する競技の最低ピットストップ時

間に加算される。 タイム・ペナルティは、異なるクラス間で変更されたり調整される場合がある。 

タイム・ペナルティは、各レースで GT3 と GT4 の上位 3 位までに入賞した車両とドライバーに割り当てられ

る。 これはブルテンに応じて GT2 と GTC にも追加される。 これらのタイム・ペナルティは、その競技参加

者が次に参加する競技の最低ピットストップ時間に加算される。 タイム・ペナルティは、異なるクラス間で変
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更されたり調整される場合がある。 

 

順位 1時間レース 

1位 15秒 

2位 10秒 

3位 5秒 

タイム・ペナルティは、エントリー車両のドライバーの内、どちらか大きい方（タイムが長い方）に割り当てられ

る。 

ドライバーがカテゴリーを移動する場合、補正タイムは新しいカテゴリーに持ち込まれないが、補正タイムを

受けたカテゴリーに次も参加する場合には、次のレースで補正タイムを消化すること。 主催者は全てのクラ

スに対して補正タイムを調整する権利を有する。 

 

何らかの理由でレース・ディレクターがピットストップを行えないと判断した場合、例えばピットウィンドウ中に

赤旗が出た場合、該当車両のレース終了時の経過時間に補正時間が追加される。 これは、車両が義務ピ

ットストップを消化できなかった場合には適用されない。 

 

何らかの理由で、前の大会結果が未解決の司法問題（未解決の控訴など）のために、暫定結果のままの場

合、上記の補正タイム・ペナルティは、次大会中のピットストップには適用されず、 司法問題が解決されて

その前大会の最終的な上位 3 位が決定された時に、次大会の暫定結果の経過レース時間に割り当てられ

る。 

 

16.9 追加タイム・ペナルティ 

以下の追加タイム・ペナルティが、第 10.1項に則りピットストップ義務時間に追加される。 

理由 ペナルティ 

シルバー・カテゴリー・ドライバー、単独運転 20秒まで 

ブロンズ・カテゴリー・ドライバー、単独運転 
GT3車両： 20秒まで 

GT4車両： 20秒まで 

シルバー + シルバー・ドライバーペア 

シルバー・カテゴリードライバー同士で運転した場合は、シルバ

ー・カップのクラス分けになり、SRO 競技委員会により定められ

た調整用おもりを搭載する。 ブルテンで案内されるとおり、通常

15～85㎏及び/またはタイムである。 

 

特定のエントリー、またはその他の調整手段に対して、代替のお

もり及び/または追加タイム・ペナルティが科される場合がある。 

GT4 Silver – Amペア 長めのピットストップ、または代わりにその他のペナルティを組み

合わせて追加 

スポット参戦、ペナルティ 1回目 20秒までの調整 

完全なドライバー交代 7秒までの調整 

 

上記の全てのペナルティはブルテンを通じて訂正される。 
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SRO競技委員会の決定に応じて、ペナルティ・ポイント・システムを使用するために導入される。 この場合、

以下の手順に従う。 

あらゆる種類のインシデントに関与したドライバー、またはスポーツマンシップや運転規範に反する行為が報

告されたドライバーは、ペナルティに加えて審査委員会からペナルティ・ポイント（BWP）が付与される場合が

ある。 

審査委員会の裁定に応じて、以下の基準が適用される。 

• 正式な訓戒：   1 BWP 

• ドライブ・スルー・ペナルティ： 1 BWP 

• ピットレーン速度違反：  1 BWP (50～65km/hの違反に対して) 

2 BWP (65km/h以上の違反に対して) 

• ストップ・アンド・ゴー ペナルティ： 2 BWP 

• 衝突を起こした場合：  1または 2 BWP （事故の重大性に応じて） 

審査委員会の裁定により、別の違反が BWPを引き上げる場合がある。 

行動警告ポイント（BWP）は、チームやチームメイトに対してではなく、ドライバー自身の行為（ピットストップ

違反、走路逸脱など）に対してのみ付与される。 付与される BWPのポイント数は審査委員会の裁定に記

載されるか、別の裁定対象になる場合がある。 

BWPポイントは、ドライバーごとに計算される。 

• 3ポイントのドライバーは、次のレースで運転する車両に対して 5グリッドの降格を受ける。 

• 4ポイントのドライバーは、次のレースで運転する車両に対して 10グリッドの降格を受ける。 

• 5 ポイント以上のドライバーは、最低でもドライブスルー・ペナルティを受け、次のレースで運転する車

両に対してこの罰則が適用される。 

これらの罰則が与えられた後、ドライバーは自身のスコアから行動警告ポイント 3つが差し引かれ、残りは

当該ドライバーが次に参加する競技に繰り越される。 

ペナルティ・ポイントは、次大会に繰り越される。 

マイナスのスコアは考慮されない。 

18.1 抗議はコードに則って行われる。 抗議と控訴の保証金はペアレント ASNにより設定される。 

18.2 第 5.2 項 ケース Aに従って開催される競技の場合、レース 1終了後に提出された抗議はレース 2 終了

後に聴取される場合がある。 

18.3 FIA 国際モータースポーツ競技規則 第 12.2.4 項に則り、以下の罰則を科す裁定項目に対して控訴す

ることはできない。 

• ドライブスルーまたはストップ＆ゴーのペナルティ （レースの最終ラップ中、またはレース後に科せられ、

タイム・ペナルティに変換されたものを含む） 

• タイム・ペナルティ （レース中またはレース後に科されるかどうか） 

• グリッド位置の降格 

• プラクティスまたは予選ラップタイムの抹消 

17. ペナルティ・ポイント (BWP - Behaviour Warning Points) 

18. 抗議と控訴 
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• ペナルティ・ポイント (BWP)  

18.4  いかなるオンボード・カメラの映像も参照することなく、レース中に裁定を下せると審査委員会が判断し

た場合には、レース後に提出されたこの競技参加者の映像は、コード第 14条に基づくいかなる再審の

嘆願書に関連する、重要かつ関連性のある新たな要因を発見するものとは見なされない。 

19.1 データ収集システム 

すべての競技参加者は、SROによって定義され付則 7に記載されているとおり、GT チャレンジ・アジア・シ

リーズ用データ収集システムを使用しなければならない。 このシステムは各競技を通して使用され、各競

技中、常に稼働していなければならない。 このシステムは収集データを保存するためだけに使用され、競

技中の任意の時点で確認できる。 システムの重量は、車両の最低重量に含まれる。 システムのチェック、

サービス、および更新に関連する全ての費用は競技参加者が負担する。 

データ収集システムの使用に関する全ての情報は、第 27条を参照すること。 

19.2 オンボード・カメラ 

全ての車両には、全セッション中にオンボード・カメラを取り付けて動作させなければならない。 各チームは

カメラの提供と取付けの責任を負う。 また、各チームは各セッションの 5分前にカメラのスイッチを入れて、

セッション全体を記録するためにバッテリーが十分に充電され、挿入されているカードにセッション全体を記

録するためのメモリーが十分にあることを確認して、録画を開始する責任を負う。 

明確に前方を向いた映像が必要であり、カメラはオフィシャルから別の指示がない限り、フロントガラス越し

の映像を記録しなければならない。 映像はレース・ディレクターまたは審査委員会の要求に応じてすぐに利

用できるようにしなければならない。 

この規則に違反した団体やチームは審査委員会に報告され、大会中に罰則が科せられる場合がある。 

全てのチームはオンボード・カメラ用紙に記入と署名を行い、車検員によって承認された位置に取付けて固

定しなければならない。 SROはオンボード・カメラで撮影された全ての映像に関連する、あらゆる知的財産

権を含む、全ての著作権及びその他全ての権利、タイトル、利益を所有するものとする。 競技参加者及び/

またはチームは、主催者からの書面による事前の同意があった場合にのみ、オンボード・カメラで撮影した

映像を使用、配布、共有、アップロード、またはダウンロードすることができる。 

テレビ放送の義務： 全ての車両には、要請された場合にテレビ放送用のオンボード・カメラを取り付けられ

るようにしなければならない。 オンボード・カメラの手順は、シリーズ・ブルテンによりシーズン中に改訂され

る場合がある。 

 

19.3. トランスポンダー 

すべての競技参加者は、正確な計時を目的とする電子自車識別モジュールを購入して、車両に取り付ける

必要がある。 （これらのモジュールは、シリーズに使用される計時システムと互換性がなければならない。）  

トランスポンダー用のホルダーは、トランスポンダーと一緒に詳細な取付け手順が発行される。 競技参加

者は責任を持って、指定位置と取付け方法に沿ってこれらを車両に取り付けること。 これらのモジュールは

正しい位置に取り付けられ、全てのシリーズのプラクティス、予選、レースのセッションで正しく機能しなけれ

ばならない。 これらのアイテムの設定とサービスは、正式に認可され、ライセンスを取得した計時担当者の

みが実行しなければならない。 誤用または紛失のために競技参加者がモジュール交換をした場合には、

シーズン中、いつでも計時システム会社から請求される。 

ドライバー識別機能付トランスポンダー （ドライバーID5付 MyLapsダイレクト・パワー・トランスポンダー）が

必要である。 競技参加者はこれらを正しく使用して、週末の全てのセッション中、計時画面にドライバーが

19. 必須装備 
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正しく表示されるようにする責任を負う。 

競技参加者は、公式スタートライン及び/またはフィニッシュラインから 5 メートル以内、または大会やテスト

セッション当日のその他全ての公式計時ラインに電子計時機器を設置することができない。 このような機器

が当該ゾーン内に設置された場合には撤去される。 

ドライバー名が常に正しく表示されるようにするために、ドライバーIDは車両が停止する前に変えてはなら

ず、車両がピット出口ループを通過する前に正しく変えなければならない。 

チームは、計時システムで常に正しいドライバーが表示されるようにする責任を負う。 

ピットの入口または出口で誤ったドライバーIDが記録された場合には、以下の基準に則り審査委員会によ

って罰則が科される場合がある。 

罰金は、次の規定に従って科される。 

• 最初の違反：300 ドル（300 ドル） 

• 2回目の違反：500 ドル（500 ドル） 

• 3回目の違反：1000 ドル（1.000 ドル） 

互換性のあるトランスポンダーの詳細については、付則 7を参照すること。 

19.4 なし 

19.5 なし 

19.6 ピットボックス・カメラ 

すべてのチームは、ピットボックス・カメラを設置して全てのセッションで動作させなければならない。 カメラ

の提供と取付けは各チームが責任を持つ。 カメラは白線から車両の各方向に最低 2 メートル先まで、割り

当てられたピットエリアの作業ゾーンを完全に表示して、記録できる位置に設置しなければならない。 映像

の角度と品質は各大会で検査される。 チームは各セッションの 5分前にカメラのスイッチを入れて録画を開

始して、セッション全体を記録するためのバッテリーが十分に充電され、挿入されたカードに十分なメモリー

残量があることを確認する責任を負う。 

メモリーカードと映像の所有権は主催者に属する。 

これに従わなかった団体やチームはレース・ディレクターに報告され、大会中にペナルティーが科せられる

場合がある 

SROは、ピットボックス・カメラで撮影されたあらゆる映像に関するその他全ての知的財産権を含む、著作

権全て、その他全ての権利、タイトル、利益を所有する。 

競技参加者及び/またはチームは、主催者から書面による事前の同意がある場合にのみ、ピットボックス・カ

メラで撮影したあらゆる映像を使用、配布、共有、アップロード、またはダウンロードすることができる。 

 

20.1 

GTチャレンジ・アジア、GTC、GT2、GT4アジアでは、最低ピットストップ時間が課せられる。 ピットストップ

時間は審査委員会からのブルテンで発行される。 ピットインからピットアウトまでのピットイン時間が規定よ

り短い車両は、審査委員会からペナルティが科される。 

各車両の最低ピットストップ時間は、第 16.8項と第 16.9項で定められる罰則に則り調整される。 

20. 義務ピットストップ 
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20.2 ケース A – 1時間レースを 2回行う競技の場合 

a） ドライバー交代のための義務ピットストップは、で行われる。 公式スタート後 25 分 00:00 秒から公式ス

タート後 34 分 59.99 秒まで、車両はピット入口のラインを通過しなければならない。 レース中にドライ

バー交代は 1 回だけ行われる。 ピットウィンドウの開始前に行われたピットストップは義務ピットストップ

としてカウントされない。 

b） ピットストップは、管理された時間（ピットストップ義務時間）になる。 全ての競技参加者には、ミーティン

グの開始前にブルテンでピットストップ義務時間が通知される。 ピットストップの計時は、車両がピットレ

ーンの入口でタイミングループを通過した時に始まり、車両がピットレーンのタイミングループを通過した

時に、ピットストップが完了したと見なされる。 

c） 第 13.1.3項に基づく単一ドライバー車両の場合、追加の最低ピットストップ時間が適用される場合がある。 

適用される場合、このタイムは各大会で審査委員会からブルテンに掲載されて発表される。 

d） ドライバーがピットストップ義務・ウィンドウの中でドライバー交代用のピットストップ義務を行わなかった場

合、このチームはストップ・アンド・ゴー・ペナルティを消化しなければならない。 このストップをレース中

に行うことが不可能な場合には、車両のレースタイムにタイムペナルティが追加される。 

e） ピットウィンドウが開かれる予定時刻 （レース開始の 25 分 00 秒後）にセーフティカーがトラック上にいる

場合、レース・ディレクターはピットウィンドウの開放を遅らせる決定ができる。 セーフティ・カーがコース

上に呼び出された場合、レース・ディレクターはピットウィンドウ中に 1〜3 分間ピットウィンドウの時間を

延長することができる。 

e） レース・ディレクターが c）に記載の理由以外で、予定時間にピットウィンドウを開けない決定をした場合に

は、ピットウィンドウの開放を遅らせる決定をする場合がある。 この場合、チームにはモニターと無線を

介して通知される。 新しいピットウィンドウ時間が通知され、これはレースの残り時間に照らして与えら

れる。 新しいピットウィンドウの開始前に消化されたピットストップはピットストップ義務には数えない。 

20.7  運転スティントとピットストップ時間の修正 

状況により必要な場合、審査委員会は競技中のいかなる時でも独断で最短・最長運転時間、またはピットス

トップ時間を調整する場合がある。 

プラクティスへの参加とレース開始が認められる最大出走台数は、コード 付則 O項 補足 2に則り計算さ

れる。 

もし大会参加台数が上記で計算された最大出走台数、または大会付則 1の記載台数よりも少ない場合に

は、以下の基準に沿って競技参加者が選出される。 

1) フルシーズンの競技参加者 

2) フルシーズンの競技参加者に追加でエントリーされた選手 

3) GTチャレンジ・ヨーロッパシリーズの前の大会に既に参加しているスポットレースの競技参加者 

4) SRO競技委員会により決定されたその他の基準 

第 11.1項に定められた基準も考慮に入れなければならない。 

 

 

21. 参加可能台数 
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22.1 各車両はプロモーターが割り当てた車両番号を使うこと。 車両番号は 0〜999 の整数でなければならな

い。 車両番号はシーズン中、GT チャレンジ・アジア・シリーズ内で一意であり、他の競技参加者が再利用

することはできない。 1 番は優先的に GT チャレンジ・アジア・シリーズの昨シーズン優勝チームのために

確保される。 

全ての競技参加者には競技番号が提供され、これはフロントガラスのシリーズ日除けステッカーのすぐ下の

運転席とは反対側のフロントガラスに掲示される。 これらは車両がセーフティ・カーのすぐ後ろを走行してい

る時に、セーフティ・カーのオブザーバーがはっきりと視認でき、読みやすくなければならない。 

車両の番号と広告は大会プロモーターのグラフィック憲章に準拠して、車両の正面と左右両側からはっきり

見えるようにしなければならない。 車両の番号と混同するようなロゴをドア、ボンネット、ルーフに貼付する

ことは禁止される。 

22.2 なし 

22.3 なし 

22.4 日中、夜間を問わず、もしこの番号による車両の識別が不可能な場合には、レース・ディレクターまたは

競技長によって停止させられる場合がある。 

22.5 各車両とドライバーは、車両の装飾、ドライバー・スーツ、ピットガレージ、チームの服装、および第 11.3項

k）に記載されている制限事項について、各競技用のプロモーター・グラフィック憲章を順守しなければな

らない。 これに対する違反行為は審査委員会に報告される。 付則 3を参照すること。 

22.6 各車両とドライバーは、シーズン開始前に発行されるピレリ・グラフィカル憲章を順守しなければならない。 

これに対する違反行為は審査委員会に報告される。 付則 3を参照すること。 

23.1 各大会で、ASN は全てのチームとドライバーのライセンスをチェックする。 チームとドライバーは、公式タ

イムテーブルに記載の時間と場所で署名しなければならない。 またASNにより要請されプロモーターが承

認した免責事項に署名すること。 全てのドライバーは自身の ASN から海外で競技するための許可証を所

持していなければならない。 指定時間内に参加受付を完了しなかったドライバー又はチームは、審査委員

会に報告される。 指定時間に出席できないドライバー又はチームは、書面で審査委員会に通知しなければ

ならない。 主催者は競技に参加するすべてのドライバーと競技参加者ライセンスのコピーを所持している

ことを確認する。 競技への参加が認められた競技参加者、ドライバー、車両のリストは、フリープラクティ

ス・セッションの開始前に発行される。 第 22.5 項を順守していないチームとドライバーはリストに表示され

ない。 

注: これらの手順は、（新型コロナウィルス感染症対策の）安全プロトコルにより改訂される場合がある。 こ

の場合、当該プロトコル、競技ノート、またはブルテンに記載される指示に従わなければならない。 

23.2 この要件が規則に記載されていない限り、いかなる競技参加者、ドライバー、又は自動車に関係するその

他の人物は、免責事項やその他の文書への署名は要求されない。 

23.3 参加受付中、競技参加者は大会の公式代表者を書面で確認しなければならない。 

GTチャレンジ・アジア・シリーズに参加する全てのドライバーは、シーズン最初の競技に参加する前に、ショ

ーン・エドワーズ財団の評価テストを完了しなければならない。 更に審査委員会は任意の大会中の任意の

22. ステッカー、車両番号、その他のグラフィック憲章 

23. 参加受付 

24. ショーン・エドワーズ財団テスト 
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時間に、ドライバーにテストを受けるよう要求する場合がある。 

レース・ディレクターによるブリーフィングは、遅くともフリープラクティスの当日に、当該競技の付則 1（特別

規則書）で指定された場所で行われる。 

競技にエントリーした全てのドライバー、チーム・マネージャー、及び/または競技参加者の他の任命された

代表者は、全てのブリーフィングに出席しなければならない。 出席できないドライバーは、審査委員会に書

面で通知しなければならない。 

 

不可抗力を除き、欠席や遅刻は以下の基準に則り審査委員会から罰則を受ける場合がある。 

最初の違反：  500 ドル 

2回目の違反：  750 ドル 

3回目の違反： 1,000 ドル 

罰金は国際モータースポーツ競技規則 第 12.3.1.c項に則り、公益性のある仕事の遂行義務を伴うか、こ

れに代えて課金される場合がある。 

レース・ディレクターが別のブリーフィングを必要とする判断を下した場合、これは審査委員会と合意した場

所と時間に開催される。 当該ドライバーと競技参加者の代表は、これに応じて通知される。 

ブロンズ・ドライバー及び経験の浅いドライバーのための追加ブリーフィングが組織される場合があり、当該

競技の付則 1および大会公式タイムテーブルで指定される。 

ブリーフィング中にプレゼンテーションの写真撮影以外の目的で携帯電話の使用が認められたドライバーは

欠席と見なされ、審査委員会に報告される。 

注: これらの手順は、（新型コロナウィルス感染症対策の）安全プロトコルにより改訂される場合がある。 こ

の場合、当該プロトコル、競技ノート、またはブルテンに記載される指示に従わなければならない。 

26.1 各競技参加者は、第 3.6 項で要求されるすべての書類、および自身の車両に関する様々な書類を、大会

中いつでも検査できるようにしておかなければならない。 各車両には車両の後方と左右両側からはっき

りと識別できるステッカーを貼らなければならない。 

26.2 競技参加者は、テクニカル・パスポート（最初のページに写真が貼付された完全なもの）と当該競技にエ

ントリーする各自動車の公認書式を提示しなければならない。 テクニカル・パスポートは車両が初めて

車検に提出される時に確立される。 

26.3 車両は以下の条件で、車検スケジュールに示された時間に車検に提出しなければならない。 

- 公認書式と車両のパスポートと一緒に、 

- 燃料電池と安全ケージ証明書と一緒に、 

- 燃料を抜いて、 

- リストリクター付きで。 封印の準備ができており、チームからワイヤーが提供される。 

- バラスト付き、封印の準備済み、ワイヤーはチームが提供する。 

- エンジンは封印できる状態で。 競技参加者は、ドリルでリブに十分な穴を開ける、及び/またはサン

プ、シリンダーヘッド、シリンダーヘッドカバーに 2 ヶ所、連続でネジ穴を開けなければならない。 サ

25. ブリーフィング 

26. 車検 
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ンプからのツイスト・ワイヤーはエンジンの両側に取り付け、ネジ、穴、またはリブの各グループを結

合してこれらのパーツが固定されるようにしなければならない。 ワイヤーの端は、プラークとシール

が固定するのに十分な長さでなければならない。 

- ターボチャージャー付車両の場合、ターボは配線済みで封印の準備がされていなければならない。 

- 該当する場合は、ID（識別証）および追加のライトが取り付けられた状態で、 

- グラフィカル憲章（付則 3参照）に基づく貼付義務のステッカー（テクニカル / 安全性 / シリーズ・ス

ポンサー）を全て付けて、 

- スリックタイヤを付けて。 

26.4 テクニカル・パスポートに記載される車重およびその他の数値（封印の枚数、リストリクターの直径）は、競

技参加者が単独で全ての責任を負う。 競技参加者は、大会中はいつでも自身の車両と装備が、当該

規則と現行の BOP決定に準拠している証明資料を提出すること。 

26.5 大会中に封印が破損した場合には、テクニカル・デリゲートに書面で要請しなければならない。 

26.6 なし 

 

26.7 ファナテック GT チャレンジ・パワードバイ AWS に参戦する全てのドライバーは、FIA 規格 8860-2004、

8860-2010、8860-2018 または 8860-2018-ABP（国際モータースポーツ競技規則 付則 L 項 第 3 章

第 1.1.1項）に適合するヘルメットと、FIA公認の FHRデバイスを使用しなければならない。 

ドライバーは、FIA 8856-2018基準に適合するスーツ、手袋、長袖のアンダーウェア、バラクラバ、靴

下、靴を着用しなければならない。 ヘルメットと衣服は、FANATEC GTチャレンジ・ヨーロッパ・パワー

ドバイ AWS大会にドライバーが初めて参加する前に、またすでにチェック済みのアイテムに変更があっ

た場合は、常に車検に合格しなければならない。 ドライバーは、自身の装備を提出する際に立ち会う必

要はない。 ドライバーは大会中常時、装備のいくらか、または全てを ASNに提出するよう要求される

場合がある。 ドライバーのスーツは、第 22.5項および第 11.3 k）項の適合を検査されなければならな

い。 

GT3で競技をしないドライバー、ただし、GT4、GT2、GTC、SRO3（の公認車両以外）と招待枠で競技に

参加するドライバーは、コード 付則 L項 第 3章第 1条に準拠したヘルメットと FIA公認の FHRデバイ

スを着用しても良い。 FIA規格 8860-2010、8860-2018、または 8860-2018-ABPが推奨される。 

GT4、GT2、GTC、SRO3（の公認車両以外）の招待枠で競技に参加するドライバーは、最低でも FIA規

格 FIA8856-2000に準拠したレーシングスーツ、グローブ、長袖アンダーウェア、バラクラバ、ソックス、靴

を着用しなければならない。 しかし、GT4, GT2, GTC, SRO3の招待ドライバーには FIA 8856-2018が

強く推奨される。 

（コード 付則 L項 第 3章第 2条に則り） 大会に初めて参加するドライバーは全員、ヘルメットと衣類を

車検に合格させなければならない。 また、既に合格した装備品を何らか変更した場合には都度再検査を

しなければならない。 装備品を提出する際にドライバーが帯同する必要はない。 

全ての大会中、ドライバーはいつでも装備品のいくつか、または全てを ASNに提出するよう要請される場

合がある。 

ドライバーのレーシングスーツは、第 22.5項及び第 11.3 g)項に準拠しているかを検査されなければなら

ない。 

26.8  なし 
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26.9 プロモーターが提供する公式シリーズとスポンサーのパッチは、ISC 付則 L 項 第 2 章第 2 条に則り、ド

ライバーとメカニックのスーツに縫い付けるか刺繍しなければならない。 この条項に違反すると、審査

委員会により制裁が科される場合がある。 

26.10 車両とドライバー装備の最初の車検と競技参加者の競技チェックは、大会の公式タイムテーブルに則っ

て行われる。 指定の時間に参加できない競技参加者は、権利放棄を認める許可申請を書面で審査委

員会に提出しなければならない。 これらの時間制限を守らない、またはこの権利放棄を取得しない競

技参加者は、以下の段階に沿って罰金が科せられる場合がある。 

• 最初の違反： 500 ドル 

• 2回目の違反： 700 ドル 

• 3回目の違反： 1,000 ドル 

チームが車検に進む際には、オフィシャルとピットレーン・マーシャルの指示に従わなければならない。 

罰金は、国際モータースポーツ競技規則 第 12.3.1.c項に則り、公益性のある仕事の遂行義務と一緒

に科せられるか、これに代えて課金される場合がある。 

26.11 車両とドライバーは、車検担当者による検査に合格するまでは競技に参加できない。 

26.12 車検担当者は、 

a） 大会中はいつでも車両または競技参加者の参加資格を確認する 

b） 参加資格または適合性の条件を完全に満たしていることを確認するために、競技参加者に対して車両

の分解を要求する 

c） 本条に記載の権限行使を伴う場合に合理的な費用の支払いを競技参加者に要求する 

d） 必要と思われる場合は、そのような部品またはサンプルを提供するよう競技参加者に要求する。 予選

とレースの終了後に、車両には少なくとも 2 kg の燃料が残っていなければならない。 2 kg の燃料は、

インジェクターの直前に取付けられた FIA 公認のセルフ・シーリング・コネクターを通してパルク・フェルメ

で採取しなければならない（テクニカル・リスト 5番を参照）。 サンプルの採取は、エンジンの始動を必要

とする全てのチェックの前に行われなければならない。 

e） エア・リストリクターの直径を確認する 

1. 競技参加者は、ISC 付則 J 項の第 257A 条および第 4.1.1 b）に規定されている吸気制限装置と、

SRO技術委員会によるシーズン中の変更をエンジンに装備する義務がある。 

2. リストリクターの寸法と形状は本規則に則り、及び/又はシーズンを通じて SRO技術委員会により規定

された決定および変更に対して、全ての温度で常に準拠しなければならない。 

3. 検査とマーキングの対象になるリストリクターは、車検中にアクセスできなければならない。 

4. 各競技用のテクニカル・パスポートに記入された情報は競技参加者が責任を負い、要求されたすべて

の情報を記入した後に自身が署名する。 

5. 各リストリクターは封印のシリアル番号が表示されている金属プレートにより識別される。 この番号は

テクニカル・パスポートにも記載される。 直径はリストリクターに刻印されていなければならない。 ボ

ンネットを開けるだけで車検担当者がプレートとシールを簡単にできるかどうかは、競技参加者の確認

による。 

 

26.13 最初の車検終了前に、車両はレースの状態で提出されなければならず、車検場での計量のため、燃料

は抜かなければならない。 この時点でリストリクター・プレートが識別される。 

26.14 予選練習セッション終了時点とレース終了後に、順位認定された全ての車両は検査のためにパルク・フ

ェルメに向かわなければならない。 競技参加者の公式代表者の立会いが必要である。 

26.15 車検担当者により合格した車両は、分解または改造されて安全性に影響を与える可能性があるか、参
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加資格を問われる可能性がある場合、または同様の結果を伴う事故に関与している場合は、車検合格

のために再度提出されなければならない。 

26.16 レースを除き、車検担当者はセッション中の任意の時点で検査を行うために、車検場に車両を止めるよ

う要求する場合がある。 違反行為は審査委員会に報告される。 

26.17 レース・ディレクターまたは競技長は、事故に巻き込まれた全ての車両を止めて検査するよう要求する

場合がある。 

26.18 審査委員会は、大会中に車両が検査されるたびに車検担当者の調査結果を発行する。 これらの結果

には、当該車両が技術規則に違反していることが判明した場合を除き、具体的な数値は含まれない。 

26.19 検査と車検は正式に任命されたオフィシャルによって行われ、この担当者はパルク・フェルメの運営にも

責任を持ち、単独で競技参加者に指示を与える権限を与えられる。 

27.1 全ての競技で追加のセンサーが付いたデータロガーを全車両に取付けなければならない。 各チームは

第 19.1 項に則り、このデータロガーとセンサーを入手してデータロガー、ルーム、アンテナを取り付け、

競技中に赤と緑のチェックライトを正しく動作させる責任を負う。 SRO のデータ技術者は、最初のフリ

ー・プラクティス前に全てのデータロガーをチェックする。 

ロガーが付いていない車両、ないしはロガーが正しく機能していない車両は規則に準拠していないため、

審査委員会に報告される。 

27.2 データロガーは車検装置でもあり、データは車検目的で使用される。 

基準のエンジンデータは、2022 SRO公式 BOPテスト中に収集されたデータ、または他のテストとレース

中に現行の BOP決定と共に収集されたデータである。 

27.3データロガーに付属、またはデータ技術者が提供するデータカードのみ、大会中に使用が認められる。 

大会中、データロガー・システムからデータ、メモリーカード、または同様のストレージ・メディアを取り出し

たり、取り外したりしてはならない。 これはテクニカル・デリゲートの代理で役務に就いているデータ技術

者、または車検担当者のみが行える。 データ、メモリーカード、類似の記憶媒体、またはデータロガーの

削除、抽出、または操作（手動、電子的、またはその他の形式）は、審査委員会に報告される。 

データカードとデータロギング・システムの他の全ての構成品はいつでも封印することができる。 

27.4 データロガーの設置と使用に関する情報は、付則 12に記載されている。 

27.5 このように収集されたデータは、SRO 技術部門とテクニカル・デリゲートが保管して自由に使えるようしな

ければならない。 SRO技術部門は電子システムの専門技術者による支援を受けて、データ・ロギング・

システムの正確な操作と読み取りの適合性、及び車両に搭載されている様々なシステムの適合性を確

認する。 

彼らは車両の様々な電子部品をいつでも取り外し、交換、又は操作し、調査結果をテクニカル・デリゲー

トに報告することができ、取り外した部品を後々の解析用に保管する権利を有する。 これらの操作と取

り外された部品に関する抗議や控訴は受け入れられない。 （大会中または大会後に）不適切な事例が

記録された場合には、審査委員会に報告される場合がある。 

 

27.6 データロガーは全てのプラクティス中を含み、競技全体を通じて機能していなければならない。 大会中い

つでもこの制御を実行することができる。 

競技参加者はデータロガーがダウンロードされるまで、または審査委員会が退場に同意しない限り、大

会会場から立ち去ることはできない。 

27.7 データロガーのGPSアンテナは屋根に取り付ける必要があり、他のアンテナはこれから 30 cm以内に置

くことはできない。 SRO 技術部門は必要に応じて屋根から他のアンテナを取り外すよう競技参加者に

27. データロガーと ECU 
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要求することができる。 

27.8 全ての製造者またはチューナーは、SRO 技術委員会に、シリーズの競技に出場する全ての車両に配置

できる認証済みマップを備えた基準 ECU ユニットを提供しなければならない。 各製造者は、競技参加

者に属する ECUを提供されている基準 ECU と交換するために必要な、技術的手段も提供する。 SRO 

技術委員会または車検担当者は、ECU の変更に関連する結果、及びその後の障害についての責任を

負わない。 

28.1 テクニカル・デリゲートまたは車検担当者は、大会中いつでも計量する車両を選択することができる。 

車両に搭乗しているドライバーを識別するために、各ドライバーはヘルメットの両側に番号のステッカー

と、審査委員会とテクニカル・デリゲートの同意のもとに大会主催者が要求する、その他の識別マークを付

けなければならない。 

28.2 車重が当該競技の BOP 表に指定された重量よりも少ない場合、関係する競技参加者は、第 28.7 項に

定めた罰則の 1つを科される場合がある。 ただし、車両構成部品の事故による損失に起因する重量不

足の場合を除く。 

28.3 計量のために選択された後に、レース終了後に、または計量中に、いかなる物質を車両に取り付けたり、

搭載したり、取り除くことはできない （車検担当者が技術規則に則って公式な判断で行動したり、車検担

当者からそうするよう要請された場合を除く）。 

28.4 テクニカル・デリゲートの特別な許可なしに、車検担当者とオフィシャル以外は誰も車検場に立ち入っては

ならない。 

28.5 車両には、要請があった場合には公式テレビ用のオンボード・カメラと機器を搭載しなければならない。 

この重量は、当該競技の BOP 表で指定される車重に含まれる。 すべての車両は付則 9 に則り、カメラ

を取り付けられるよう準備しなければならない。 

28.6 競技参加者は、1台以上の個人用カメラを車両に取り付けてもよい。 全ての公式オンボード・カメラに優

先順位がある。 競技参加者は各カメラについて、プロモーターとテクニカル・デリゲートから書面による許

可を取らなければならない。 取付けは車検の際に申告しなければならない。 安全でないと見なされたカ

メラは取り外される。 装備全体の重量は、車両の最低重量には含まれない。 ビデオ映像を生中継で送

信するカメラは認められない。 ヘルメットへのカメラの取り付けは認められない。 SRO、レース・ディレク

ター、または審査委員会は必要に応じて映像を要求する場合がある。 映像は SROから特別な承認がな

い限り、インターネットに配信、共有、アップロードしてはならない。 

 

28.7 GT3、GT4、GTC、GT2： シリーズの均等化事務局及び/又は主催者から要請された公認重量および全

ての追加重量 

招待クラス： ドライバーも燃料も搭載していない車重 

 

GTワールドチャレンジ・アジアシリーズに出場するいかなる車両のドライバーの平均体重も 75kgでなけれ

ばならない。 特定の車両のドライバー平均体重が 75kg 未満の場合、当該車両はドライバー・バラストを

搭載して補填するよう求められる。 75kg を超える平均ドライバー重量は、車両の最低 BOP重量から差し

引かれる場合がある。 以下の手順に従う。 

i. 各ドライバーは、オーバーオール、下着、グローブ、ヘルメット、FHR を含む体重を申告する必要があ

る。 

ii. 車内のドライバーの平均体重が計算され、最も近い整数（W）に切り上げられる。 

iii. W が 75未満の場合、車両に積載されるドライバー・バラストは 75－W (kg)になる。 

iv. ドライバーバラストは、予選前にバラストボックスに取り付けて密閉されなければならない。 

28. 計量 
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ドライバー・バラストは、疑問のある個々のドライバーの体重測定と同様に、大会中にいつでも検査すること

ができる。 

 

28.8 車両の計量に関するこれらの規定に違反した場合、審査委員会は当該セッション失格またはレース失格

までの適切とみなされる任意の罰則を適用する。 

29.1 タイヤ提供 

指定のタイヤ・サプライヤーは、タイヤ全量を提供するものとする。 他のメーカーが製造したタイヤは、主催

者の絶対的な裁量による承認がない限り認められない。 

プロモーターにより承認、登録され、GTチャレンジ・アジア・シリーズ大会で販売されたピレリのタイヤのみ

が受け入れられる。 タイヤはピレリが設定した締切日までに注文し、事前に支払わなければならない。 タ

イヤはこれに間に合わなかった場合には提供されない。 

タイヤはメーカーが提供したとおりの標準状態でのみ使用しなければならない。 

チームには、最初の公式大会前にプロモーターから受け取る、ピレリ発行のテクニカル・ブックに記載されて

いる制限事項、およびシーズン中に受け取るその他全てのテクニカル・ブルテンに準拠することが強く推奨さ

れる。 

主催者は研究分析のために、いつでもタイヤの素材サンプルを採取する権利を有する。 

 

ドライ及びレインタイヤ 

ドライタイヤ： トレッドパターンのないタイヤのみがドライタイヤとして認められる。 

レインタイヤ： レインタイヤはウェットトラックでの用途に設計されたタイヤで、タイヤ中心線の周りに対称的

な 30％以上の溝があり、正方形（スクエア）をカバーすること。 

タイヤ幅 ： 

•  9 インチ 180 x 180 mm 

• 10 インチ 200 x 200 mm 

• 11 インチ 230 x 230 mm 

• 12 インチ 250 x 250 mm 

• 13 インチ 280 x 280 mm 

• 14 インチ 300 x 300 mm 

• 15 インチ 320 x 320 mm 

• 16 インチ 345 x 345 mm 

 

ピレリは、使用するプロファイル（タイヤ溝デザイン）の原寸大適合図をプロモーターに提出しなければならな

い。 このプロファイルはプロモーターに登録されなければならず、シーズンを通じて承認される唯一のプロ

ファイルになる。 

 

29.3 タイヤの管理 

1. タイヤの管理は、プロモーターが定義した手順に則って実行される。 

29. 大会中のタイヤ提供とタイヤ制限 
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2. 競技で使用される全てのタイヤの外側のサイドウォールには、識別できるよう別々のマーキングをしなけ

ればならない。 

3. 不可抗力（審査委員会が承認した場合など）を除き、大会での使用を目的とした全てのドライタイヤのバ

ーコード・リストは、最初の車検終了までにテクニカル・デリゲートに提出しなければならない。 

4. 中古タイヤとは、以前の競技に同じ車両番号で登録されたものである。 スポット参加の競技参加者の

場合、これは車両がエントリーされた全ての以前の大会と見なされる。 使用済みタイヤは、プロモータ

ーとタイヤメーカーによって定義された手順に則って検査及び再登録をするため、タイヤメーカーに提出

しなければならない。 ピレリは、シーズン中に記録されたタイヤのリストを管理する。 新しいタイヤを取

り付ける前に、中古タイヤをピレリに持っていき、再登録しなければならない。 

29.4 タイヤ加熱・保温装置 

使用前のタイヤの加熱は認められない。 

タイヤのいかなる部分へのいかなる物質（液体、固体または気体）の使用も禁止される。 

保温装置とコンパウンドは常に禁止される。 洗浄目的の家庭用水と洗剤の使用と、取付け目的でタイヤ・

ビードに塗布される潤滑剤が唯一の例外である。 

29.5 ジョーカー・タイヤ 

１シーズンにつき車両 1台で 4本のジョーカー・タイヤを追加できる。 これらは大会用に用意され、使用で

きないほど損傷したタイヤの交換用としてのみ使用できる。 これは使用前にシリーズ参加資格車検担当者

（the Series Eligibility Scrutineer）と合意しなければならない。 ジョーカー・タイヤの申請は、公式のジョー

カー・タイヤ・フォームを使って書面で行う必要がある。 

29.6 シャシーと車両番号の変更 

• シーズン中に車両がレース番号を変更しても同じ競技参加者のままである場合には、使用済みタイヤは

新しいレース番号に移行される。 

• 競技参加者が、シーズン中に車種を変更して使用済みタイヤが適切でなくなった場合、その車両はタイ

ヤに関して新しい競技参加者として扱われる。 ただしその後、競技参加者が古い車種に戻す場合には、

以前使用したタイヤを使用しなければならない。 

• 競技参加者間で車両を譲渡する場合には、新しい競技参加者は使用済みタイヤを保持するか、新しい

競技参加者と見なされるかを選択できる。 

29.7 タイヤの制限 

エントリーした最初の大会用に以下の新しいタイヤセットを購入し、大会を通して使用すること。 

GT3、GTC、GT2 ： ドライタイヤ 5セット 

GT4 ： ドライタイヤ 4セット 

一レース週末に 3回目のレースが追加された場合には、ブルテンまたは競技ノートによってタイヤの割当て

が調整される。 

次の大会では主催者が特に承認した場合を除き、以下が適用される。 

GT3、GTC、GT2 ： 大会全体で使用するために新しいタイヤを最大 4セット購入できる。 GTチャレンジ・

アジアの以前の大会で指定された追加 2セットは、予選前に追加登録すれば使用しても良い。 

GT4 ： 大会全体で使用するために新しいタイヤを最大 3セット購入できる。 GTチャレンジ・アジアの以

前の大会で指定された追加 2セットは、予選前に追加登録すれば使用しても良い。 
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ブロンズタイヤ： ブロンズドライバーが乗車する車両に対して、予選前の全てのセッションに使用する

ために追加で 1 セットの新しいタイヤを購入することができる。 このセットは残りのセッションでは使用

できないが、次のセッションでは S5または S6 として使用することができる。 

 

以下の表に記載の全ての数量は、最大数である。 競技参加者は、使用可能なタイヤを全て使用する

必要はない。 

 

FANATEC GTワールド・チャレンジ・アジアの競技参加者 

 
第１大会 第２大会以降 

当該大会中に使用される 

新規タイヤ 

5セット 

S1 - S2 - S3 - S4 - S5 

4セット 

S1 - S2 - S3 - S4  

ﾌﾘｰﾌﾟﾗｸﾃｨｽ / ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｸﾃｨｽ

へ繰り越して使用する数 
 

2セット 

S5 - S6 

予選前にのみ使用される 

ブロンズ・タイヤ 

1セット 

S6 （任意） 

1セット 

S7 （任意） 

 

違反した場合のペナルティ － 競技参加者は当該レースまたは次のレースをグリッドの後方からスタート

し、最高$ 5,000の罰金が科される場合がある。 

各車両に指定されたタイヤの単一の参照番号とバーコードは、タイヤマーキングによりシリーズフォームに

記録されるか、タイヤ・サプライヤーの作業エリアで参加資格車検担当者、またはこの担当者の指名代理人

による電子的手段で記録される。 エントラントは、全ての指定タイヤがシリーズ発行の手順に則って記録さ

れたことを保証する責任を負う。 

一大会用に指定されたタイヤは、他のすべてのシリーズ規則および関連する技術フォームに準拠している

限り、任意の組み合わせで使用できる。 

 

29.11 レインタイヤのタイヤ制限 

雨天用に特別に提供されたタイヤは、第 29.7項および第 29.8項に記載されている制限の対象にはならな

い。 

インターミディエイト・タイヤは用意も提供もされず、使用は禁止される。 

公式の時間指定セッション中、雨天用に特別に提供されたタイヤをドライ路面で使用することは認められな

い。 誤解を避けるために、レース・ディレクター単独の意見で「ウェット」と判断された公式トラックセッション

は、ピットレーン出口の「ウェット」ボードの表示、または計時画面に表示することにより競技参加者に提示さ

れる。 レースを除き、レインタイヤはレース・ディレクターによりトラックがウェットと宣言された後にのみ使用

できる。 

レインタイヤはマーキングされず、使用できるタイヤ本数に制限はない。 

すべての違反は審査委員会により罰せられる。 
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29.12  キャンバー値と圧力値 

タイヤの最大キャンバー値と最低圧力値は、任意の大会中に通知して修正され、いつでも監視される。 

a) GT3車両の両方のリヤホイールのキャンバーの最大マイナス値は、大会中いつでも静止状態で監視さ

れる場合がある。 これにはパルク・フェルメ中、予選終了後、レース中が含まれ、-3.5°を超えてはなら

ない。 この数値は、特にサーキットの構成が変更された場合には任意のレースで変更される場合があ

る。 このような変更は大会前に案内されるが、大会中、審査委員会のブルテンによって更に数値が修正

される場合がある。 

 

b） タイヤの最大キャンバー値と最低圧力値は、任意の大会中に通知して修正され、いつでも監視される。 

車両の両方のリヤホイールのキャンバーの最大マイナス値は、大会中いつでも静止状態で監視される場

合がある。 これにはパルク・フェルメ中、予選終了後、レース中が含まれ、-3.5°を超えてはならない。 

(ブルテンによるいかなる修正もあり) 

スタート時のタイヤ圧は最低 1.30バールでなければならない。（ブルテンでいかなる変更もあり得る） 

 

空気圧は、指名オフィシャルによるグリッド上での抜き打ち検査によって監視される。 オフィシャルの検査

で最低圧を満たさない車両は、速やかに全てレースディレクターに報告される。 レースディレクターはこ

のような車両に対して、（空気圧の）問題を修正するためピットレーンに戻るよう、計時画面及び/または無

線から指示を出す。 当該車両は、ピレリのエンジニアまたは技術委員の立会いの下、タイヤの空気圧が

チェックされたらレースに参加できる。 

レース開始までにピットレーンに戻れない車両は、レースディレクターが当該車両に対して黒地にオレンジ

の“機械的”フラグを提示する。 当該車両は速やかにピットレーンの作業エリアに戻らなければならな

い。 当該車両は、ピレリのエンジニアまたは技術委員の立会いの下、タイヤの空気圧がチェックされたら

レースに復帰できる。 レースディレクターはまた、レース開始前に作業エリアに戻るようレースディレクタ

ーが最初に出した指示を順守できない車両に対して、適用可能な何らかの競技ペナルティを科して審査

委員会に報告する。 

c) 全ての車両に対して： これらの（空気圧の）数値に違反した全ての車両は、審査委員会に報告され、次

のセッションスタート時のストップ・アンド・ゴー、予選タイム抹消、レース後のタイム・ペナルティを含む、適

用し得るあらゆる競技ペナルティが科せられる。 

 

d） 全ての車両に対して、最大キャンバー値と最低タイヤ圧の値は、大会中いつでも発行され、常に監視さ

れる。 

 

30.1 性能調整（BOP） 

クルマの性質とサーキットの選択により、GTチャレンジ・アジア・シリーズに参加する車両に対して、特有の

BOPを実施できる。 

GTチャレンジ・アジア・シリーズで走行する FIA GT3車両の BOPテストセッションは、シーズン開始前に開

催される。 耐久競技に参加する全ての車両は耐久パックが利用でき、公認されている場合には装着しなけ

ればならない。 

2022年シーズンに参戦する車両を所有する全てのメーカーは、少なくとも 1台を BOPテストの目的で参加

させなければならない。 委員会による不可抗力が認められた場合を除き、参加しないチームには SRO技

30. 性能調整（BOP）、公式テストセッション、プライベート・テスト 



 

 Page 37 of 78 

術委員会によりペナルティが科せられる場合がある。 

大会中の任意の時点で追加の BOPテストを実施でき、もし自身のチーム車両が選ばれた場合には、各チ

ームはこれらのテストに参加させるよう要請される。 

SRO技術委員会は、SROの BOPを規定するために必要なパラメーターを変更することが認められる。 

SRO技術委員会は、ケース Aの場合は最初のレーススタートまで、ケース Bの場合はレース開始まで

BOPを調整する権利を有する。 チームには大会中に審査委員会の掲示板を介して、このような全ての変

更を通知される。 

もし審査委員会が競技参加者やメーカーが、誤解を招く情報を提供した、BOPプロセスに不適切に影響を

与えた、または競技参加者やメーカーのその後の成績が予想よりも良い結果を残した、と確信した場合に

は、競技開始前、競技中、または終了後に彼らに制裁、または罰則が科せられる。 

SRO技術委員会によって承認されたデータロガーの拡張バージョンは、BOP中に全車両に取り付けられ

る。 

車両は各競技中、常にトラックの関連カテゴリの BOP ドキュメントに記載されている情報と指示に準拠しな

ければならない。 この最新バージョンは、ブルテンを通じて各大会の審査委員会により検証される。 

 

30.2 公式テストセッション 

シーズン最初の大会前に、プロモーターが 1つ以上の公式テストセッションとメディア・デーを主催する場合

がある。 

シーズンを通して追加のテストが認められる場合がある。 これは主催者から通知される。 

 

30.3 公式有料テストセッション 

追加の有料のプライベート・テストセッションは、特定の大会前にプロモーターにより承認される場合がある。 

そのような公式有料テストセッションは全ての競技参加者に開放されるが、義務ではない。 これらのセッシ

ョンは大会の一部とは見なされない。 暫定スケジュールについては付則 4を参照すること。 

これらの大会テストセッションのタイヤ本数に制限はないが、第 29.1項に記載されている原則、つまり GT

チャレンジ・アジアシリーズの前大会から繰り越された新品タイヤまたは中古タイヤに準拠していなければな

らない。 これらのセッション中に使用されたタイヤは、大会中の使用でマーキングされることはない。 

このテストの車両 1台あたりの料金と走行手順は大会前に発表される。 

 

30.4 なし 

30.5 （義務、義務以外に関わらず）公式テストセッションは、大会または競技の一部とは見なされず、シリーズ

に登録されていないドライバーと車両は、プロモーター独自の裁量で参加が認められる場合がある。 

30.6 なし 

30.7 なし 

 

30.8 ハードシップ・ラップ 

例外的な状況において、重大な修理やその他の問題の後に、チームは車両チェックのためにハードシップ・

ラップを要求する場合がある。 そのような要求は全て審査委員会にしなければならない。 承認された場

合、この周回は可能であれば前のセッションの終わりにスケジュールされ、計時ラインを通過することなくピ
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ットアウトからピットインまでの 1 ラップで構成される。 

 

30.9 プライベート・テスト 

登録済みで繰り返しスポット参加する（車両とドライバー）は、2022 GTチャレンジ・アジア・カレンダーの一

部のサーキットで開催される他のシリーズやレースイベントに参加できるが、ブルテンで発表された公式テス

トでない限り、2022 Fanatec GTチャレンジ・アジア・カレンダーの一部のサーキットでシーズン中のプライベ

ートまたは一般的なテスト日に参加することはできない。 公式通知に従って、大会後にテストを行うことがで

きる。 

複数回のスポット参加はテスト制限の対象になる。 疑問がある場合は、話を進める前に主催者に確認する

こと。 この禁止期間中にスポット参加を繰り返し登録し、テストを行った場合には、最大でグリッド最後方か

らのスタートを含むグリッド・ペナルティ、及び最高$ 5,000の罰金が科される場合がある。 

テスト制限は第 1 戦後から開始される。 公式でない限り、プライベート・テストはセパン/第 1 戦のレー

ス週末の前の週には開催されない。 鈴鹿でのテストは、7月 8日までシリーズタイヤを使用して認めら

れる。 公式テストでない限り、鈴鹿と富士の間の週のテストは認められない。 菅生でのテストはシリー

ズタイヤで 8月 7日まで可能である。 岡山でのテストは、シリーズタイヤで 9月 11日まで可能である。 

Fanatec GTチャレンジ・アジア大会終了後、チームにはトラックでのテストが認められる。 マンダリカでのテ

スト制限は今後発表予定。 

テストの制限は、第 1戦終了後から始まる。 公式の場合を除き、レース週末の前の週にセパン/第 1戦で

プライベート・テストを行うことはできない。 

使用されているサーキット構成が GTチャレンジ・ヨーロッパ大会で使用されているものと大幅に異なる場合

には、カレンダーにあるサーキットでプライベート・テストが認められる場合がある。 「大幅に」とは、通常同

じサーキットで半分より少ないコーナーを使用することを意味する。 

監督を務めるドライバーは 2022年カレンダーに基づき、サーキットにおける GT3、GTC、GT2または GT4

車両での活動について競技委員会から許可を受ける必要があり、トラック走行時間に制限が与えられる。 

シーズン中のあらゆるテストに関する書面による許可は、SRO競技委員会から取得しなければならない。 

これらの規則に対する全ての違反は、シリーズ関連競技の際に審査委員会に報告される。 罰則は当該競

技の失格にまで及ぶ場合がある。 

31.1 チームとドライバーの平等性を保つために、全ての大会で以下の制限が適用される。 

a. 競技にエントリーしたレース車両とドライバーの追加ラップは、写真撮影用のトラック周回、TV番組用の撮

影ラップ、またはプロモーターが主催するその他の活動を含む、イベントの宣伝を支援するメディア活動の

一部としてのみ認められる。 

b. 市販車のプロモーション活動はプロモーターの許可を得て、VIP のゲストまたはメディア向けにチームによ

り企画することができる。 GT3 レース車両のプロモーション活動は、SRO 競技委員会から特別な許可が

出ない限り認められない。 GT チャレンジ・アジアシリーズ、または GT4 アジア・シリーズに出場するドライ

バーはこのような活動に参加できる。 

c. GT チャレンジ・アジアシリーズ、GTC アジアまたは GT4 アジア・シリーズに参加できないレース車両のプ

ロモーション活動は、プロモーターの許可を得て認められる場合がある。 GT チャレンジ・アジアシリーズ、

GTC アジアおよび GT4 アジア・シリーズコンテストに出場するドライバーは、これらのアクティビティに参加

できます。 

d. ブリーフィング、表彰台、記者会見など、メインの GT チャレンジ・アジアおよび GT4 アジア・シリーズ競技

31. プロモーション活動 – 車両、ピットウォーク、サイン会セッション 
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の必須要素の参加に影響がない限り、同じ大会で開催される他のレースに参加するドライバーとチームに

対する制限はない。 

e. なし 

これらの規則に対する違反は審査委員会に報告され、競技の失格にまで罰則が及ぶ場合がある。 

 

31.2 車両は車検の予定時刻から競技終了までの間、コースに残ることになっている。 

プロモーターが事前に指定した例外には、パレード、車両の展示会、サーキット外や近隣エリアで行われる

デモンストレーションが含まれる場合がある。 

31.3 サイン会は公式タイムテーブルに記載された時間で大会中に予定することができる。 ドライバーは予定

された時間にチームユニフォームを着用してこのセッションに参加できるよう、予定の時間全てを空けておく

こと。 プロ・カテゴリーに出場するドライバーが出席しなかった場合には、審査委員会に報告される。 

31.4 ピットウォークは全ての大会中に予定することができる。 時間は公式タイムテーブルに記載される。 

車両はピットガレージに期間中を通して展示しなければならない。 ガレージのドアは上げておかなければな

らない。 ピットウォーク中に車両を運転してはならない。 この期間中は、いかなる状況でも給油はできな

い。 各チームはベルト・パーティションをガレージの前に配置できる。 全ての違反は審査委員会に報告さ

れる。 

走行中の車両と、その車両の競技参加者やドライバーとやり取りしている人物との間で、以下の条件を除き

いかなる種類の信号（合図）もやりとりできない。 

• ピットボードの読み取り用メッセージ 

• ドライバーによるジェスチャー 

• ピットから車両へのラップトリガー信号 

ラップマーカー・トランスミッターは電池式で、動作後は自立型（ワイヤーや光ファイバーを介して他のピット

機器に取り付けられていない）で、外部情報を受信できないようにしなければならない。 そのようなラップト

リガーは 10 GHz（無線または光）を超えるキャリア周波数で稼働するトランスミッターと、3 dBポイントで測

定した場合に 36°以下の半分の角度のビームを使用し、データ送信には使用しないものとし、ラップマーク

以外のピットから車両に送られるいかなるデータ送信にも使用できない。 ラップマークデータは繰り返し送

信しなければならず、明らかに一貫していなければならない。 

• ドライバーとチーム間の口頭での無線通信 

• 2〜2.7 GHz の電磁波の放射は禁止される。 ただし、プロモーターの書面による同意がある場合を除く。 

• GT3テレメトリー： （車両からピットへの）一方通行のテレメトリーが認められる。 

• 重要： 公式データロガー、計時機器、GPS、無線機器、または TV システムにいつでも干渉する可能

性がある機器、設置、アンテナは一切認められない。 

33.1 公式指示は、コード付則 H 項に記載されている信号の手段によってドライバーに出される。 競技参加者

は常にこれらを順守する責任を負い、これに類似する旗を一切使用してはならない。 旗信号の補助とし

て灯火パネル / 信号が使用されるサーキットでは、両方の信号手段が規則を意味すると見なされる。 

33.2 車両を危険な場所から移動させるため、またはマーシャルの指示に従うために絶対に必要でない限り、ド

ライバーは自身の車両をレースとは逆方向に運転することを固く禁じられる。 

32. 全般的車両要件 

33. 安全全般 



 

 Page 40 of 78 

車両は、マーシャルによって指示された危険な位置から回収するためにのみ押すことができる。 

この規則は、車両がパルクフェルメに駐車されている時にも適用される。 

33.3 トラックを離れようとするドライバーは余裕を持ってその意思を伝え、安全にこれを行えるようにしなけれ

ばならない。 

33.4 プラクティス中およびレース中、ドライバーはトラックだけを使用することができ、サーキットでの運転行為

に関するコードの規則を常に順守しなければならない。 

33.5 トラック上で車両を放棄するドライバーは、ニュートラルにして離れるか、クラッチを外してステアリングホイ

ールを取り付けたまま離れなければならない。 

33.6 車両の修理はピット内部、ピット屋外、作業レーン上、スターティング・グリッド上、または第 47条に規定の

方法でのみ行うことができる。 安全性はチームからのリモートアシスタンスの有無にかかわらず、セッシ

ョンに再度参加できる。 

安全な場所に押し込まれた後、チームからのリモート支援の有無に関わらず車両の修理ができたドライ

バーは当該セッションに復帰することができる。 

33.7 主催者は各ピットガレージで容量 5 kgの少なくとも 2つの消火器を用意し、それらが適切に機能すること

を確認しなければならない。 

33.8 コードまたは本競技規則により明確に承認されていない限り、チームの指定ピットガレージ・エリア、ピット

レーン、またはスターティンググリッドにある場合を除き、ドライバー以外は誰も停止中の車両に触れるこ

とはできない。 

33.9 ピットレーンでは、いかなる時も車両を自力で後退させることはできない。 

33.10 ドライバーは常にトラックを使用しなければならない。 

トラック端を定義する白線はトラックの一部と見なされるが、縁石は見なされない。 車両のどの部分もトラ

ックに接していない場合、ドライバーはトラックから離れたとみなされる。 いかなる理由でも車両がトラック

から離れた場合には、ドライバーは復帰しても良い。 

ただしこれは安全に走行でき、何のアドバンテージも得ない場合にのみ復帰できる。 

サーキットの端を定義する白線を繰り返し横切るドライバーは、アドバンテージを得るかどうかに関係なく

フリープラクティス中に停止され、予選中はラップタイムが抹消され、レース中はドライブ・スルー・ペナル

ティを受ける場合がある。 審査委員会は利用可能な他のペナルティを適用できる。 

レース・ディレクターの絶対的独断により、ドライバーはトラックを離れて得られた全てのアドバンテージを

返上するように指示される場合がある。 

33.11 

a)  全てのプラクティスセッション開始 15 分前から終了 5 分後まで、およびレース直前のフォーメーシ

ョン・ラップ開始から最終車両がパルク・フェルメに入るまでの間、以下の例外を除き誰もトラックに

は立ち入りが認められない。 

• 職務を遂行するマーシャルまたはその他の許可された人物 

• 運転中またはマーシャルの指示下にいるドライバー 

• フォーメーション・ラップでグリッドから出発できる全ての車両がグリッドから離れた後、グリッドから

車両を押すか機材を取り除く時のチームスタッフ 

b)  ドライバーはエンジンを単独かつ補助なしで始動し、外部からの援助なしで作業エリアを離れた後、

競技中はいつでもピットレーンやグリッドを含めてトラックに進入することができる。 

c)  レース中、エンジンはスターターでのみ始動できる。 ただし、グリッド上またはストップ・アンド・ゴー・
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ペナルティの後は車外スターター機器の使用が認められる。 車両は外部からの介入なしにピットレ

ーンの所定位置から出発しなければならない。 スタートの援助を受けたと報告された全ての車両に

はストップ・アンド・ゴーのペナルティが与えられ、その後当該車両はドライバー単独でスタートしなけ

ればならない。 

d)  車両はコースに復帰する準備ができた時にのみ作業エリアを離れることができ、不可抗力を除き、ピ

ットレーンの制限速度に従って、減速や停止をせずにピットレーンを進まなければならない。 

33.12 プラクティスとレースに参加しているドライバー（もしあればウォームアップを含む）は、コード付則 L 項に

指定されている衣類、下着、ヘルメット、および FIA公認のヘッドレストを常に着用しなければならない。 

33.13ピットに入るドライバーは、自分の車両がピットガレージの前で完全に停止するまで、セーフティ・ハーネス

またはレーシング・ネットを緩めてはならない。 ピットストップ終了後、ドライバーのセーフティ・ハーネス

とレーシング・ネットが締められた後にのみ、車両を動かさなければならない。 車両コントローラーは、

車両が作業エリアを出てトラックに進入する前に、ドライバーのバックルが適切に締められたことを確認

する責任を負う。 

ピットのファストレーンを走行中、ドライバーは常に最低でも片手でハンドルを握っていなければならな

い。 ドライバーは無線のプラグを抜いたり、ドリンクボトルやその他のアイテムを外したりできるが、これ

らの動作を行っている間に進路の視認が散漫になってはならない。 ベルトの張力は緩んでも構わない

が、ISC付則 L項 第 3章第 4条に則り、適切な拘束がされていると見なされるようにベルトとドライバ

ーは接触したままでなければならない。 ドライバーのセーフティ・ハーネスは、車両がチームの作業エリ

アから離れる前に安全にしっかり固定されなければならない。 ピットから出る際にドライバーはベルトを

増し締めしたり、調整したりできる。 ピットレーン・マーシャル、またはドライバーに向けられたセーフテ

ィ・カメラ（ケース Dのみ）によって違反が認められた場合は、全て審査委員会に報告される。 

33.14 救出と回収の訓練が競技開始前に行われる場合がある。 選ばれたチームは審査委員会から通知され、

指定の時間に自身の車両が使用できるようにしておかなければならない。 

33.15 ドライバーがプラクティス中またはレース中に深刻な機械的問題を発見した場合には、安全を確認した

らすぐにコースから出るか、作業エリアに戻らなければならない。 車両を不必要にゆっくり、不規則に、

または他のドライバーや人物に対して潜在的な危険が認められるような方法では一切運転してはならな

い。 これは、当該車両がトラック上、ピット入口、ピットレーン、またはピット出口で運転されているかに

関わらず適用される。 

33.16 車両規定の灯火装備は競技中常に機能していなければならない。 以下に記される最低灯火装備を持

たない車両は、修理のため競技長により止められる場合がある。 

• フロント：  ヘッドライト 2つ（左右）と方向指示器 2つ 

• 後部：  ライト 2つ、方向指示器 2つ、ストップライト／ブレーキライト 2つ 

• 当該大会で必要な場合は車両番号の灯火、天気が悪化した場合はレインライト 

 

33.17 ドライバーは、連続する 2 つのコーナー間で続けて 3 回を超えるヘッドライト（メインビーム）を警告や指

示目的で点滅させることはできない。 この回数を超える点滅が報告された車両には警告が提示される。 

競技中にこの違反を 2回した場合には、ドライブ・スルー・ペナルティが科せられる。 

33.18 なし 

33.19 「ウェットトラック」が宣言されたトラックを走行する場合には、車両のヘッドライト、リアの赤色灯、リアの

レインライトは常に点灯していなければならない。 車両のライトが機能していないため当該ドライバーを

停止させるかどうかの決定は、レース・ディレクターの裁量による。 この理由で車両が停車した場合に

は、不具合が解消されれば再び競技に参加することができる。 

レースがウェット宣言されると、レースの残り時間はウェットのままになる。 ただし、ライトを消灯できる
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場合にはレース管制から指示が出される。 

33.20 なし 

ライト点灯が必須の場合（雨天時および夜間の必須の時間）、車両走行中は常にメインビームのスイッ

チをオンにしていなければならない。 第 33.17項のヘッドライトの点滅と同じ制限に則り、必要に応じて

追加のライトを点滅させることができる。 

33.21 プラクティス中およびレース中に、チーム用に予約されているサインエリアには、参加車両 1 台あたり最

大 4 名のチームメンバーの立ち入りが認められる。 16 歳未満の人物は、ピットレーン、サインエリア、

グリッドへの立ち入りができない。 ただし、「ピット・ウォーク」や「グリッド・ウォーク」中の大人同伴や、サ

ーキットから認められている場合を除く。 

違反行為は次の規定に従ってペナルティを受ける。 

• 最初の違反：  300 ドル 

• 2回目の違反： 450 ドル 

• 3回目の違反： 600 ドル 

 

33.22 セキュリティ・サービス用として明示的に使用が許可されている場合を除き、動物はピットエリア、トラック、

およびすべての観客エリアで禁止される。 

33.23  レース・ディレクター、競技長、または医師団長は、大会中いつでもドライバーに健康診断を受けさせる

ことができる。 

33.24  セッションまたはレースの最後に、各ドライバーは一度だけラインを通過できる。 

33.25  コードの一般安全要件や本競技規則を順守しない場合には、関係車両およびドライバーが競技失格に

なることがある。 

34.1 ピットガレージの割当ては、大会プロモーターまたは主催者が決定する。 

ピットガレージの数がエントリー車両数より少ない場合には、競技参加者はピットガレージを共有する必要

がある。 

チームは、各大会用にプロモーターが発行するピット割り資料を順守しなければならず、各車両はこれに

対応するピットガレージに配置されなければならない。 

34.2 チームとチーム備品をピットレーンと作業レーンに設置する作業は、レース・ディレクター及び/又はピット

レーン・スーパーバイザーの承認を得る条件で行われ、彼らの決定が最終である。 

34.3 各チームの作業エリアは主催者から通知され、全てのチーム車両の唯一の作業エリアになる。 各チーム

に割り当てられたエリアの境界は、レース・ディレクターと協議してピットマーシャルが指示または路面に

マーキングする。 どのチームも自身の備品がマーキングの制限を超えてはならない。 

どのサーキットにおいても、これに従わない場合には、各チームに対する作業エリアの割当て手順は、

大会前に付則１の資料に記載されるか、または大会中に審査委員会からブルテン資料で提示される。  

34.4 誤解を避けるため、および説明のために、ピットレーンは 2つのレーンに分けられる。 

サインエリアに最も近い車線は「ファストレーン」として指定され、ピットガレージに最も近い車線は「作業レ

ーン」として指定され、車両の作業を行うことができる唯一のエリアである。 「作業レーン」は、一方にピッ

トビル前に描かれたラインで、もう一方のラインで「ファストレーン」から区切られる。 

34.5 競技参加者は、ピットレーンのいかなる部分にもラインを引くペイントをしてはならない。 テープを貼った

34. ピットレーン、ピット・ガレージ、ピットレーン割当て 
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マーキングは、大会終了後に全て剥がさなければならない。 

サプライヤーは、プロモーターから書面で特別な承認を取る前に床や照明などを設置することはできない。 

34.6 喫煙、発火、溶接はすべてピットガレージ内および半径 6 メートル以内では固く禁じられる。 この周辺で

溶接作業を行うことはできない。 また、この範囲で火花を発生する装置は認められない。 

34.7 LPG ガスボンベおよび付属品は、ピットレーン、ピットガレージ内、およびピットガレージ後方 5 メートル以

内、および競技参加者のトラック車両内では固く禁止されている。 これに違反した場合、以下の基準に

従ってペナルティが科される場合がある。 罰金は以下の規定に沿って科される。 

最初の違反： 300 ドル 

2回目の違反： 450 ドル 

3回目の違反： 600 ドル 

34.8 一覧表はピットガレージとその周辺地域で実施される場合がある。 発生したすべての損傷は、競技参加

者に請求される。  

34.9 チームは、同じ大会に参加する別の（レース）シリーズに配慮しなければならない。 GT チャレンジ・アジ

アシリーズのセッションとセッションの間は、ガレージの外に機材を置いたままにしないこと。 主催者また

は審査委員会が特に指示しない限り、テレビモニターにアクセスできるよう、ガレージのドアは開けたまま

にしておかなければならない。 サインエリアへのテレビ画面設置も、シリーズ競技を支援するためにアク

セスできなければならない。 

34.10 折りたたみブラケットと柔軟性のあるエアーチューブ、燃料、または照明の取付けを含むピットの設置は、

作業エリアの幅を超えてはならず、地面から 2m 以上離さなければならない。 サポートアームは吊り下

げてチェーンまたはワイヤー・ケーブルで固定しなければならない。 

34.11 ピットレーンでは時速 50 km の速度制限が実施される。 上記の制限速度を超えたドライバーは、審査

委員会に報告される。 ペナルティは通常、以下のスケジュールに従って科される。 

• ブロンズテストセッション、フリープラクティス、予選、予選セッション中： 制限速度 50 km/h を１キロ

超過するごとに 50 ドルの罰金 

• レース中： 最初の違反に対してはドライブ・スルー・ペナルティ。 2 回目の違反に対しては上記の罰

金とドライブ・スルー・ペナルティ。 これ以上の違反は審査委員会の裁量により罰せられる。 

34.12 スタート手順の時間中に車両がグリッドから押し戻されていない限り、車両はチームの指定ガレージエリ

アからピットレーン出口まで運転しても良い。 

34.13 ピットレーンからスタートする全てのドライバーは、ピット出口が閉鎖されるまで自身の車両をチームの指

定ピットガレージエリアから運転してはならず、ファストレーンに１列で停止しなければならない。 

34.14 ファストレーンにはいかなる機材も放置してはならない。 ドライバーが車内でハンドルの後ろに通常のポ

ジションで座っている時にのみ、車両は自車の動力でファストレーンに入っても留まっても良い。 

34.15 計時画面及び/またはチーム無線で、「FAST LANE OPEN」（ファストレーン・オープン）の指示が出た後

にのみ、車両は自車の作業エリアを離れても良い。 この指示を出せなかった場合には、ピット出口がグ

リーンになるまで車両は移動してはならない。 

「FAST LANE OPEN」の指示、またはグリーン・シグナルがピット出口で出る前に作業エリアから移動した

車両は、審査委員会に報告される。 これはまた、プラクティスや予選セッション中の赤旗中断後にも適用

される。 

34.16 各競技参加者は、ピットストップの後に安全な場合にのみ自身の車両をリリースする責任を負う。 車両

は、ピット出口のループを通過してピットレーンから出る前に、自車の作業エリアからファストレーンに移

動しなければならない。 



 

 Page 44 of 78 

34.17 車両は正しいマナーで作業エリアに入って出なければならない。 違反した場合には全て罰則が科せら

れる。 

34.18 車両はレース中にレースに復帰する準備ができた時にのみ、自車の作業レーンから出ても良い。 これ

らの車両は制限速度を順守してピットレーンを進むこと。 安全上の理由がない限り、車両はファストレー

ンで停止したり、低速で走行してはならない。 不必要な停車をしたり減速した全ての車両は、審査委員

会に報告される。 

34.19 車両がトラックに立ち入ることが認められている場合は常に、 

a） ピット、ガレージ内部は、外部からのいかなる管理を妨げることなく、視認性を確保しなければならない

（車体部品、カーテン、タイヤの積み重ねなど）。 （ピットレーン側の）ピットカーテンやガレージ・ドアは完

全に開いたままにする必要があります。 

b） オフィシャルはピットに自由にアクセスできる。 

c） ケース A でのガントリーと給油リグを除き、ピットストップ終了後は作業エリアに工具や機材を残しては

ならない。 大会中、車両をピットガレージに置く間は、常にフロントをピットレーン側に向けて駐車しなけ

ればならない。 

d） 全てのセッション開始時に車両は 45度の角度でフロントをピット出口に向けること。 

予選中を除き、車両はピットストップのためにピットビルと平行に停止し、45度で駐車し、他の時間ではピ

ットガレージに押し込まなければならない。 予選中、車両はピットレーンに対して 45 度の角度で駐車し、

車両後部をピットガレージに、フロントはピット出口に向けなければならない。 個々のサーキット固有の

レイアウトによりこの条項を変更する場合には、審査委員会からブルテンで通知する。 

e） 車両がピットガレージ内にある場合、メカニックの人数に制限はない。 

f） 常に車両はピット/ガレージの前に押し戻され、エンジンはドライバー単独で再始動し、車両は外部から

の援助を受けずに作業エリアから出なければならない。 

g） 予選中にトラック上で停車し、外部の手段（援助）によりパドックに戻された車両は全てパルクフェルメに

置かれ、残りのセッションへの参加は認められない。 これは何らかの理由で車両がチームに戻された

場合にも適用される。 外部からの援助を受けて復帰し、トラックを経由してピットレーンに戻ることができ

た車両は、残りのセッションに参加することができる。 

h) なし 

 

35.1 プロモーターが指定した燃料サプライヤーのみが、競技会で競技参加者に使用される。 燃料の仕様は

要求に応じてプロモーターに提供される。 

各ピットガレージで車両 1台あたりに認められる最大保管量は 240 リットルである。 この燃料はパドック側

のドア近くに保管すること。 

35.2 競技中に使用される燃料は全て現地で購入しなければならない。 燃料サンプルが検査され、違反は審

査委員会に報告される。 

注： ピットストップ手順は、各大会で運用される安全プロトコルにより変更される場合がある。 この場合、

ブルテンや競技ノートで提示された修正手順が適用される。 

 

35. 燃料、給油リグ、燃料電池、燃料回路 

36. ピットストップ ‐ 一般事項 
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36.1 指定の作業エリアで完全に停車してエンジンを停止するまで車両の作業を行うことはできず、ドライバー

交代もできない。 車両で作業を行う場合を除き、すべてのスタッフは作業レーンの開始（位置）を示す白

線の後方かサインエリアにいなければならない。 

36.2 全てのピットストップに対して、車両は作業エリアの開始を示す白線から 50 ㎝のところで停止しなければ

ならない。 

車両が指定のピットガレージを越えてしまった場合には、黄旗を持ったマーシャルの監督下でメカニックが

指定場所に押し戻すことができる。 

 

36.3 車両がピットストップする 1周前以降に、車両のコントローラーだけが作業エリアに入ることができる。 

36.4 車両がピットガレージの前で停止するまで、作業エリアに機材を置いてはならない。 

スタッフは作業レーンでパネルを提示したり、固定パネルの後ろに立ってはならない。 チーム担当者は無

人停止ボード（”unattended stationary board”）またはロリポップを使用して、作業ゾーンから車両に指示

を出すことができる。 チームスタッフと機材は、作業が完了次第すぐに撤去しなければならない。 

 

36.5 スタッフの人数 

ケース A – スプリント（1時間レース） の場合 

いかなる時もメカニックは 3名以上作業レーンに入ってはならない。 

 

白い腕章を着用したカーコントローラー(3人目のスタッフ) は、車両の前に立ってメカニックの作業を監督

する。 このスタッフは、車両の周囲を歩いても良いが、決して車両に触れてはならず、目視検査だけがで

きる。 

各競技参加者は、チームメカニックとカーコントローラーが最低限難燃性のオーバーオールとヘルメットを

着用しているかを確認すること。 

 

36.7  手持ち型や背負い型のタイヤ交換用圧縮空気ボンベは認められない。 ホースやケーブルなどをメカニ

ックのオーバーオールに絶対に取り付けないこと。 独立装置を担当メカニックなしで作動させてはなら

ない。 

36.8  ピットストップ中は理由に関わらず、ドライバーはエンジンを停止する義務を負う。 

 

チューニングや調整には補助電源を使ってエンジンを始動しても良い。 

ただし、車両のトラック復帰準備が整う前に、ドライバーはエンジンをオフにして、車内で利用可能な手段

だけを使って座席からエンジンを始動しなければならない。 

チューニングや調整以外の場合に車両がエンジンを再始動できるのは、車両がトラックに復帰しようとし

ていて 4本のホイールが全て地面に接しているときのみである。 車両は外部の補助なしで作業エリア

から出なければならない。 

36.9 コード、または本競技規則のピットレーンでの補助に関する規定に違反した場合は、審査委員会の裁量

で関係車両とドライバーの失格に至るまでの罰則が科せられる。 主催者は、ピットレーンで必要な全ての

作業と管理を実行するのに十分な人数のマーシャルが任命されていることを確認しなければならない。 

36.10  セッション中に車両を移動する必要がある際は、作業レーンで（スケートボード型）台車に載せても良い。 

36.11 ブームの使用が認められる。 義務ピットストップ・ウィンドウ以外で追加のピットストップがあった場合に

は、全ての車両に対してピットレーンの滞在時間に追加タイムが加算され、大会ブルテンにより通知され
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る。 

36.12 全てのセッション中の危険な進入や発進には罰則が科される場合がある。 

36.13 個々のチームには、主催者の裁量で追加ピットストップ時間の調整を受ける場合がある。 

36.14 利用可能なスペース全体にピットストップエリアを広げる必要がある場合、チームはガレージのすぐ外の

エリアから離れてピットストップができる準備をしていなければならない。 

37.1 ケース A： 1時間レース大会での給油 

レース、フリー走行、予選セッション中の給油は禁止される。 

フリー・プラクティス・セッション中は、必要な安全手順が全て整っているチームのピットガレージでのみ給油

が認められる。 スターティング・グリッドに進む前のインストール・ラップ中に、ピットガレージで車両に給油し

ても良い。 

38.1 車両に対するタイヤ交換はピットレーンのピットないし作業エリア内で行うことができる。 これはピットレ

ーンに対して並行に行い、もし給油があれば、給油担当者は完了後に作業エリアを清掃すること。 

 

窒素または大気圧の空気のみ、タイヤの充填やエアーガンに使用することができる。 

１． ピットレーンの作業エリアでタイヤ交換を認められた人物： 

• 白い腕章を付けたカーコントローラー 1名 

• メカニック 1 名、または赤い腕章を付けたタイヤメカニックの 1 名は、エアー・ホースを持参してエア

ジャッキに接続しても良い。 ピットストップ中にホイールが交換され給油が終わったら、車両を下ろす

ためにホースを取り外なければならない。 ホイール付の車両を下ろすのにその他のシステムは一

切使ってはならない。 

• 最大2名の赤い腕章を付けたメカニックがタイヤ交換を行う一切の作業が認められる。 この2名は、

空気圧式ホイールガンまたはトルクレンチ 2個のみを使用する。 また、この 2名は車両がピットガレ

ージの前に止まってエンジンが停止した後にのみ、作業エリアに入って交換作業を始められる。 

－ 彼らは以下の条件を順守しなければならない。 

○ 作業エリアへのトルクレンチの持ち込みは 2個のみ 

○ 新しいホイールを持ち上げて交換するホイールを置くのはピット内だけ 

○ 彼らがピットの外にいる時は、外したホイールを連続して運ぶ。 但し、ホイール交換作業のため

に、車両近くの地面に水平に置くことは認められる。 

○ ホイールを投げたり落としてはならない。 

○ 機材をピットの中に戻す 

• 車両から出たドライバーは、交代するドライバーの補助をしても良い。 

• 作業エリア（作業レーン、第 34.4 項）に立つその他のチームメンバーは、車両に対する作業を行うメ

カニックとみなされ、もしドライバーも車両に対して何らかの作業を行う場合にはメカニックとみなされ

る。 

• メカニック１名はフロントウィンドウとライトの洗浄と清掃、泥や草をラジエターグリルから取り除く、水

37. 給油 

38. タイヤ交換 
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筒を交換、またドライバー交代の補助ができる。 このメカニックは腕章を必要としない。 

• データテクニシャンは他の作業を一切行わずに、ケーブル、カード、（メモリー）スティックを使って車両

からデータのダウンロードを行って良い。 

• チーム外部の「タイヤ」テクニシャン 1名と「ブレーキ」テク二シャン 1名は、車両への介入や作業を行

うことなく、目視、温度計プローブ、または空気圧ゲージで作業を進める事ができる。 彼らは第 12.4

項に則って腕章を付けること。 

38.2  車両は、スタッフ全員と全ての機材が作業エリアから撤収されるまでピット作業エリアから出られない。 

「スタッフ」には、タイヤ、給油、その他のピットストップスタッフが含まれるが、カーコントローラーは含まな

い。（カーコントローラーは車両をリリースするために作業ゾーンにいなければならない。） 

39.1  給油とタイヤ交換が完了して、給油担当者、ホイール交換を担当するメカニック、及び彼らの機材が作業

エリアに残っていなければ、潤滑油と各種液体の補充を含むその他の作業を車両に対して行う事ができ

る。 

最悪で失格になり得る罰則に処せられる、以下のパーツ交換は大会中禁止される。 

－ エンジン、つまりターボ、シリンダーヘッド、シリンダーヘッドカバー、オイルパン、エンジンブロック、シール付

で取り付けられた部品 

－ シャシーまたはモノコック構造 

予選前に行われる変更の要求は、審査委員会の決定により罰則が軽くなる場合がある。 

41.1 本競技規則が必要とする場所を除き、ピットとトラックの規則、及び安全手段は全てのプラクティス・セッシ

ョンとレースで同じである。 

41.2  予選に参加していないドライバーは、審査委員会が正式に認めた不可抗力の場合を除いてレースをスタ

ートできない。 予備予選やフリープラクティス中の当該セッションで最速タイムの 120%以内のタイムを

記録したドライバーは、審査委員会からレース参加が認められる。 

41.3  フリー・プラクティス、予選、ウォームアップ中（もしあれば）に、車両がトラックに進入する前にマーシャル

の指示の下でタイヤマーキングの管理が行われ、グリーンシグナルと赤シグナルの点灯がピット出口で

行われる。 車両は第 34.15 項に詳述されている手順のみに則って、自車の作業エリアから出ても良い。 

車両はセッションのスタートまたは再スタートでグリーンシグナルが点灯した時に、ピットレーンから出て

も良い。 加えて、もし車両がトラック上で接近して来る時には、ピットレーンから出ようとするドライバ－

に警告するためにブルーフラッグが振られるか、ブルーの点滅シグナルがピットレーン出口で表示される。 

41.4 1時間レース 2回の競技会形式 

a) 大会には以下の形式が含まれる。 

－ １セッション最低 60 分間のフリー・プラクティスセッションを 1、2 回。 フリー・プラクティス・セッション

は GT3、GT4の各クラスの個別セッションに分けられる場合がある。 

－ フリー・プラクティスセッションの最後に主催者の裁量に応じてブロンズセッションが開催される場合

がある。（大会スケジュールを参照） このセッションにはBronze*に降格されたドライバーを含むブロ

39. その他のピット作業 

42.  機械部品の交換 

41. フリー・プラクティス１、フリー・プラクティス２、予選、ウォームアップ (もしあれば) 
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ンズカテゴリーのドライバーだけが参加できる。 第 13.1.3項に則り、レースへの単独参加が例外的

に認められたブロンズドライバーは、このセッションへの参加が認められない。 

－ フリープラクティス・セッションの時間は、3回か4回のレースを行う週末に延長される場合がある。 

 

b)  予選 

1セッション最低 10分間の予選セッションが 4回行われる。 セッションの合間には休憩時間を 7分間

空ける。 

Q1： GT4予選 1 – ドライバー1 

Q2： GT4予選 2 – ドライバー2 

Q3： GT3 / GTC / GT2予選 1 – ドライバー1 

Q4： GT3 / GTC / GT2予選 2 – ドライバー2 

正確な時刻とセッションの順番は、大会公式スケジュールで確認される。 

上記の形式は審査委員会が発行するブルテンにより、変更される場合がある。 プラクティス・セッションが

中断された場合、シリーズ・レース・ディレクターはセッションを再開または再走行させる義務を負わない。 

シリーズ・レース・ディレクターの決定は最終である。 

GT3、GT4用の Q1か Q2予選セッションのどちらかで 1周回（インラップ、アウトラップを含まない）しなか

ったドライバーは、審査委員会から正式に認められ、罰則を受ける可能性のある不可抗力を除き、レースの

スタートができない。 

フリープラクティス中に、最速タイムの 115%以内のタイムを記録したドライバーは、審査委員会からレース

のスタートが認められる場合がある。 当該ドライバーにレースのスタートが認められるために、審査委員会

から全てのドライバーに対して許可が要求されなければならない。 

 

(GT3 / GTC / GT2または GT4の) Q1で各車両が記録した最速タイムは、レース 1のグリッドを決定す

る。 

(GT3 / GTC / GT2または GT4の) Q2で各車両が記録した最速タイムは、レース 2のグリッドを決定す

る。 

詳細は、競技ブルテンで提示され、公式タイムテーブルに記載される情報を順守すること。 

遅くとも予選セッションが始まるまでに、全競技車両はピットレーンの作業エリアにいなければならない。 セ

ッション中、トラック上にいない全ての車両はピットレーンに残っていなければならない。 

テクニカル・デリゲートの明示的な許可があった場合を除き、予選セッションが終了し、車両が全ての予選終

了後の車検に合格してパルク・フェルメから解除されるまで、競技車両がピットガレージ内やパドックエリアに

いる事は一切認められない。 

予選セッション中は以下の規則が適用される。 

• 車両に燃料を足したり除去したりは一切できない 

• 車両は第 34.15 項の手順に則る場合にのみ、自車の作業エリアから出ても良い。 車両はセッションス

タートまたは再開でピット出口が開放された時にのみ、ピットレーンから出ても良い。 

• データ・スティック、データカードの追加や取り外し、またはチームやピットから車両へのいかなる方法で

のワイヤレス接続を含み、コンピューターを車両に繋ぐことはできない。 

Q4 終了後、全車両はパルク・フェルメ規則下におかれる。 テクニカル・デリゲートにより車検対象として選

ばれた車両を除き、他の車両は鼻先をピットレーンに向け、ピットガレージ内でホイールを付けた状態で置

かれる。 テクニカル・デリゲートはドアとボンネットを封印する場合がある。 チームがピットガレージで作業

をしない場合には、ブルテンで代わりの手順が通知される。 
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予選中、以下の規則が適用される。 

 

 最初のセッションスタートの最初のグリーンシグナルから最終セッションのチェッカーフラグまでを通し

て、車両はピットレーンにいなければならない。 当該時間中に自車のピットに押し戻された全ての車

両のタイムは抹消され、当該予選セッションの残り時間には参加できない。 

 車両に対する給油や燃料の除去は一切認められない。 

 車両にコンピューターは一切接続できない。 これにはメモリー・スティックやデータカードの抜き差し、

チーム/ピットから車両への一切のワイヤレス接続が含まれる。 

 車両はファスト・レーン・オープンのシグナル表示後、開始時ないしはセッション再開時にピット出口が

開放された時にのみ、ファストレーンへの進入が認められる。 

 

以下の作業のみが車両に対して認められる。 

○ フロントウィンドウの清掃（内部・外部とも）及びミラー 

○ タイヤ交換 

○ ドライバー交代 

○ タイヤ空気圧のチェックと調整 

○ エンジン・フルードは補充しても良い。 補充に使用する液体は元の液体と同じ仕様で準拠していなけ

ればならない。 

○ ラジエターから汚れ、グラベル、草を除去する作業 

○ ミラーの調整、または安全上の理由によるこれに類する他の調整 

○ テクニカル・デリゲートの承認で行われる、純粋な事故による損傷の修理   

○ 新型コロナ感染防止手順に沿ったコックピット、ハンドルの消毒 

 

その他の作業が車両に対して実施された場合には、それまでに予選セッション中に計測された全てのラップタ

イムが抹消される。（つまりQ1開始からその時点までを抹消） 

• 最終予選セッションの終了後、全ての車両は即時パルク・フェルメ状態に置かれる。 

 

41.6 － 41.7 未使用 

 

41.8  全てのプラクティス・セッション中に走行違反があった場合、審査委員会は当該ドライバーを適当と思わ

れる分のグリッドを降格する。 絶対に無罪でない限り、ドライバーは違反を認め、全てのインシデントは

通常、当該セッション終了後に調査される。 この違反に対するあらゆる裁定、またはこれに従って科さ

れる罰則は抗議の対象にはならない。 

41.9  もしプラクティス中に車両が停止した場合には、当該車両が他の競技参加者を危険にさらしたり妨害しな

いよう、速やかにトラックから撤去しなければならない。 もしドライバーが危険な場所から車両を運転で

きない場合には、マーシャルはドライバーを補助する義務を負う。 

当該車両はまたマーシャル以外の助け（全ての機器、例えばトラクターなど）も借りて移動して、セッション

に復帰しても良い。 

プラクティス・セッションに参加する全てのドライバーは、サーキットで不必要に停止したり他のドライバー

を不必要に妨害した場合は、審査委員会の見解で第 41.8項に則って罰則の対象となる。 
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41.10  レース・ディレクターまたは競技長は、トラックを元通りにするため、また車両の回収に必要と判断する

限り、何度でも何分でもプラクティスを中断する。 フリー・プラクティスの場合にのみ、レース・ディレクター

または競技長はこのような中断後に、審査委員会の同意をもってプラクティスの延長を却下する場合があ

る。 

 

加えて、もし中断を故意に発生させた場合には、審査委員会の見解でこれに関与したドライバーは（適用

可能な他の罰則の代わりに、またはそれに加えて）当該セッションで記録したタイムを抹消されたり、当日

の他のプラクティス・セッションへの参加が認められない場合がある。 

41.11 予選セッションが中断した場合、スタートを認められたドライバーがこの予選中断の結果起こり得る影響

に対する抗議や控訴は認められない。 

41.12 フリー・プラクティス中にサーキットで乗り捨てられた全ての車両は可及的速やかにピットに戻され、その

後のセッションに参加しても良い。 

41.13 赤旗が提示された周回を除き、車両がラインを通過するごとに 1周回を完走したとみなされる。 

41.14 何らかの理由で予選セッションが開けない場合、またタイムが設定される前に予選セッションが短縮され

た場合には、フリー・プラクティス 2セッションの結果がスターティング・グリッドを決定するのに使われる。 

大会ブルテンで修正されない限り、全ドライバーはフリー・プラクティス 2で最低 1周は完走しなければな

らない。 

41.15 2 レースを走行する大会に於いて、いかなる理由であれ、レース１で自車が順位認定されなかった競技

参加者は、レース 2への参加を遅くともレース開始 60分前までに確認すること。 

41.16 同一大会で２回以上のレースが予定される場合、主催者の裁量で耐久レース 1 回にまとめられる場合

がある。 

 

41.17 主催者は、大会形式を修正する権利を有する。 GT3 と GT4 カテゴリーは、大会によっては別々のグリ

ッドに分けられる場合がある。 これはシリーズ・ブルテンによりチームに通知される。 

サーキットが事故により遮断されたり、天候やその他の条件で継続が危険でプラクティスを中止しなければ

ならない場合、レース・ディレクター、不在の場合は代理、または競技長が赤旗の指示を出して赤シグナル

がラインで表示される。 同時に全ての監視ポストで赤旗が提示される。 もし（監視ポストに）赤シグナルが

ある場合には、これらも同様にスイッチが入れられる。 

赤旗が導入された時、全ての車両は速やかに 80km/hまで減速する。 車両はピット（またはレース・ディレ

クターに指示された場所）に、万全の注意を払いながら追い越しをせずに戻ること。 

赤旗が導入された後、車両は第 34.15項のみに従って作業エリアから出ても良い。 

トラックに放置された全ての車両は、安全な場所に移動される。 ファストレーンでの停止は認められない。 

43.2 なし 

43.3 なし 

 

43.4 ポール・ポジションの場所は、前年のポール・ポジションのグリッド位置になる。 新規サーキットの場合は、

FIAサーキット・ライセンスの記載に則って指定される。 

42.  プラクティス中止 

43. なし 
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43.5 レース参加の資格を受けていないドライバー、フリー・プラクティス・セッション、または予選セッションで最

速タイムの 120％以内のタイムを記録できなかったドライバーは、それでも審査委員会により（もしあれば）

ウォームアップ、またはレースへの参加を認められる場合がある。 このドライバーが、一大会前のフリー・

プラクティス・セッション、予備予選、またはウォームアップ中に 120％以内のタイムを記録していれば、こ

れが考慮される。 2 名以上のドライバーがこの方法で認められた場合には、審査委員会が彼らの順番を

決定する。 チームはいかなる場合でも、この審査委員会の決定に対して抗議はできない。 

 

43.6 グリッドは 2 x 2 フォーメーションで、グリッドの間隔は最低 8m空けること。 

 

43.7 5 分前シグナルが表示されるまでにグリッド上の自車の位置に付けなかった車両は、グリッドに付くことが

認められず、ピットレーンからスタートしなければならない。 

 

43.8 全てのレースで最終スタート・グリッドは、遅くともレース開始 1時間前までに発行される。 

全ての競技参加者は自身の車両（含複数台）が何らかの理由でレースをスタートできない場合 （ないしは

車両がスタートできない正当な理由がある場合）、レース・ディレクターまたはテクニカル・デリゲートに可

及的速やかに、いかなる場合でもレース開始 70分前までに通知しなければならない。 

もし 1台以上の車両がリタイヤした場合には、グリッドは順次詰められる。 

44.1 ケース A ： 1時間レースの大会 

ドライバー1はレース 1のスタートをしなければならない。 

ドライバー2 はレース 2 のスタートをしなければならない。 この順番に対するいかなる不正な変更も審査

委員会に報告される。 

予告なしにスタートドライバーが変更された場合には審査委員会に報告され、以下の基準で罰則が適用さ

れる場合がある。 

• 最初の違反： 500 ドル 

• 2回目の違反： 750 ドル 

• 3回目の違反： 1,000 ドル 

 

44.2 なし 

 

45.1 スタート手順は大会開始前または開催中に発行されるブルテン No.2に記載のとおり。 

45.2 ピットレーンの開放後、最長 15 分でピットレーンは閉鎖される。 ピットレーン出口の閉鎖 2 分前に警告

の合図が案内される。 

（この時点で）まだピットにいる車両は全てピットからスタートすることができるが、必ずマーシャルの指示

に従うこと。 

ドライバーが着座している車両のみピット出口に移動することができる。 

ピット出口がラインの直後にあるサーキットでは、レースの１周回目に隊列の全車両がピット出口を通過し

た時に（ピットにいる）車両はレースに参加する。 

44. スタートドライバー 

45. スタート手順 
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ピット出口がラインの直前にあるサーキットでは、スタート後に隊列の全車両がラインを通過するやいな

や、（ピットにいる）車両はレースに参加する。 

スタート手順の残りは 10分前ボードまでが大会公式スケジュールに沿って行われる。 

45.3 スターティング・グリッド上でのホイール交換は、5 分前の合図までの間にのみ認められる。 ホイールは

ピットレーンの閉鎖前にのみグリッドへ運ばれていなければならない。 これは大会公式スケジュールに

応じて、審査委員会発行のブルテンで置き換えられる場合がある。 

45.4 カウントダウン 

ブルテンで特に規定されない限り、カウントダウンと警告音による通常の手順は以下のとおり。 

フォーメーション・ラップ開始 15分前 警告音に合わせてピット出口開放 

フォーメーション・ラップ開始 12分前 ピット出口閉鎖 2分前 （警告音あり） 

フォーメーション・ラップ開始 10分前 ピット出口閉鎖 （警告音あり） 

フォーメーション・ラップ開始 5分前 警告音。 全車両はホイールを装着していなければ

ならない。 チームはオンボード・カメラのスイッチ

を入れて録画を開始しなければならない。 1 本で

もホイールが装着されていない全ての車両には、

ドライブ・スルー・ペナルティが与えられる場合があ

る。 

フォーメーション・ラップ開始 3分前 警告音とスタートラインで 3 分前ボードが提示され

る。 チーム関係者以外は全員、主要な機材と一

緒にグリッドから退去する。 車両はホイールを下

ろして地面に接していなければならない。 地面に

ホイールが接していない全ての車両には、ドライ

ブ・スルー・ペナルティが与えられる場合がある。 

フォーメーション・ラップ開始 1分前 警告音。 1 分前の合図が提示されたらエンジンをス

タートし、全チームのメカニックは 15秒前の合図が

提示されるまでに全ての機材を持ってグリッドから

退去しなければならない。 

フォーメーション・ラップ開始 15秒前 警告音と 15 秒前ボードがスタートラインで提示され

る。 

15 秒前ボード提示後に作業をしていた全ての車両

には、ドライブ・スルー・ペナルティが与えられる場

合がある。 

グリーン・フラグ： フォーメーション・ラップ開始 フォーメーション・ラップは通常 1 周である。 この例

外はトラックの状況が（1 周以上）必要とする場合、

ないしはフォーメーションの状態が正しくスタートで

きない場合である。 この周回中、スタート練習は

禁止され、フォーメーションはできるだけ詰めたま

まにしなければならない。 

主催者は、必要に応じて上記のカウントダウンを修正する権利を有する。 

 

45.5 フォーメーション・ラップ中の追い越しは、もし 1 台の車両がグリッド位置から出遅れて、残りの隊列が不
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当に遅れないように後続の車両が通過せざるを得ない場合にのみ認められる。 この場合、ドライバー

は元のスタート順に戻すためにのみ、追い越しをしても良い。 このように遅れた全てのドライバー、また

は第 1 セーフティカー・ラインに到達するまでに元の順位に戻すことができないドライバーは、ピットレー

ンに入りピットレーン出口からスタートしなければならない。 

シリーズ・レース・ディレクターは自身の裁量で、スタートの合図が出された時にシグナルが赤から緑に変わ

るまでの間、他の車両を追い越さないよう指示を出すことができる。 競技参加者には大会ブルテンで通知

される。 

グリッドから出遅れた全てのドライバーは、もし残りの車両がラインを通過した後に自車が停止していたら 

他の移動中の車両を追い越さないこと。 この車両はグリッドの最後尾からレースをスタートしなければなら

ない。 もし複数のドライバーにこの影響が発生した場合、彼らはフォーメーションラップを完走するために出

発した順番でグリッドの後方に並ばなければならない。 もしラインがポール・ポジションの前に置かれてい

ないサーキットの場合、この条項の目的のためだけに、ポール・ポジションの 1m前にある白線をラインとみ

なす。 

フォーメーション・ラップ中、不必要に他の車両を追い越した全てのドライバーには、審査委員会の意見でド

ライブ・スルー・ペナルティが科される。 

主催者のオフィシャル・リーディング・カーはペースラップの最後に退去する。 車両はポール・ポジションの

車両を先頭に、70～90km/hで自力で続けて走行する。 審判員はポール・ポジション車両の速度を監視す

る場合がある。 スタートの提示前に指定の速度範囲（70～90km/h）から外れた場合には、ドライブ・スル

ー・ペナルティが発生する場合がある。 フォーメーション・ラップ中は赤シグナルが点灯する。 

スタートシグナルが故障した場合には、スターターが国旗を使って合図をする。 

45.6 フォーメーション・ラップをスタートできなかったドライバーは、マーシャルに合図をしなければならない。 

グリッドから出発する際に、全てのドライバーは、トラックの脇に立つ全てのチームスタッフが退去するまで

十分に減速して進まなければならない。  

マーシャルには、グリッドから出発できた車両が全ていなくなり次第、グリッド上に残った全ての車両を最短

距離でピットレーンに押し戻すように指示される。 グリッドから押し戻されている全てのドライバーは、自車

がピットレーンに入るまで始動を試みてはならない。 もし複数の車両がスターティング・グリッドから回収さ

れた場合、これらの隙間は埋められない。 

45.7 スタートのため全ての車両が横 2 列に並んだら、オフィシャル・リーディング・カーはトラックからピットレー

ンに退去する前に減速する。 この時点からポール・ポジションの車両が速度を管理する。 先頭はその後

スタートの瞬間までゆっくり 70～90km/hに加速する。  

ブリーフィング中にレース・ディレクターが、スタートが可能な地点からの「スターティング・ゾーン」を定義する

場合がある。 この場合、このゾーンに入った車両にのみレース（開始）と追い越しが認められる。 

スタートの合図前に所定の指示から外れた場合には、全て罰則が発生する。 

フォーメーション・ラップ中に赤シグナルが点灯する。 車両はスタートの合図が出るまで一切追い越しがで

きない。 

45.8 2x2 列の後方にグリッド・フォーメーションが形成される。 コード記載のとおりにローリング・スタートが取

られる。 レースの計時は、レーススタートのシグナル（グリーンシグナルまたはドライバーズ・ブリーフィング

で指定されたその他のスタートシグナル）が提示された時に開始する。 

レースのスタート時に、正当に認められたオフィシャルと消防士以外はサインエリアに一切誰も立ち入っては

ならない。 彼らには全員に適切なパスが発行され、これを所持する。 セーフティ・カーの後ろでスタート中、

レース車両がグリッドから出発したらチーム関係者はサインエリアに戻っても良い。 

45.9 フォーメーション・ラップの最後に車両がラインに到達した際にもし問題が発生した場合、赤シグナルは点
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灯したままになる。 全ての監視ポストで黄旗が提示される。 車両隊列はポール・ポジション車両を先頭に

して新しいフォーメーション・ラップを完走する。 

車両の前にはオフィシャル・リーディング・カーが参加して先導し、フォーメーション・ラップが続けられる。 

もしスタートが適切でない場合は、リーディング・カーが隊列の先導を続けてサーキットをもう一周回し、上記

手順に則ってスタートを新規に試みる。 

もしリーディング・カーがサーキットから退去した後にレーススタートが中止された場合には、スタートの合図

は提示されず、スタートシグナルは赤のまま、“EXTRA FORMATION LAP BOARD” がスタート・ポディウ

ムで表示される。 全ての車両は次の周回に進まなければならない。 計時の目的で、1周目のフォーメーシ

ョン・ラップの最後にスタートとみなされる。 

このような追加フォーメーション・ラップがあった場合には、レースの計時は 1周目のフォーメーション・ラップ

の最後に開始される。 

45.10 スタート違反があった場合には、スタートライン審判員、審判員、レースディレクター、またはスターター

の報告により罰則が科される。 もし競技参加者が ISC第 8.6項に則り、スタート違反を犯したと判定された

場合には、審査委員会はドライブ・スルー・ペナルティを科す場合がある。 

45.11 以下の場合にのみ、スタート手順の変更が認められる。 

a） もし 5 分前シグナルの後、但しレースのスタート前に雨が降り出した場合には、レース・ディレクターの判

断で競技参加者にはタイヤ交換の機会が与えられる。 中止シグナルがライン上で点灯し、スタート手順

は 10分前から再開される。 必要に応じてこの手順は第 45.4項に従う。 

b） もしレーススタートが迫っていて、トラック上の水量がレインタイヤでも安全でないとレース・ディレクター

が判断した場合には、中止のシグナルがライン上で点灯し、ディレイの可能性ありのインフォメーション

が計時画面に表示される。 

一旦スタート時間が分かると、少なくとも 10分前の警告が提示される。 

c） もしレースがセーフティ・カーの後方からスタートされる場合には第 46.8項を適用する。 

d） ある状況で、大会特別規則により、またはレース・ディレクター及びシリーズ・ゼネラル・マネージャーの

決定により、短縮されたスタート手順が要求される場合がある。 

この場合、グリーン・フラグ/フォーメーション・ラップ開始時刻の最低 10 分前に車両はピットレーンから

出て、レコネザンス・ラップを消化する。 この周回の最後に車両はグリッド上でスタート順で停止して、エ

ンジンを止める。 この周回の最後にピットレーンに入った全ての車両はトラックに再び出ることが認めら

れず、全ての車両隊列がスタートしてピットレーン出口を通過した後に、ないしはピット出口がラインの直

前にある場合には、隊列がスタートしてラインを通過した後にのみ、ピットレーンからスタートできる。 こ

のスタート手順はその後、第 45.4項以降に沿って進められる。 

45.12 審査委員会は裁定を下す支援のために、あらゆるビデオや電子的手段（機器）を使う場合がある。 審

査委員会は、審判員の判定を却下する場合がある。 コードの規定違反、またはスタート手順に関する

本競技規則違反は当該競技に関係する車両とドライバー全員の失格につながる場合がある 

46.1 サーキットが塞がれていない、または継続が危険でない限り、レースは雨天でも中断されない。（第 47 条

参照） 

46.2 もし車両がレース中に停止した場合には、他の競技参加者に危険を及ぼしたり邪魔にならないよう、でき

るだけ速やかにトラックから回収しなければならない。 もしドライバーが危険な場所から車両を移動でき

ない場合には、マーシャルが義務として支援する。 また、このドライバーはマーシャル以外の助けを借

りて移動し（例えばトラクターなどのあらゆる機器）、レースに復帰することができる。 

46. 決勝レース 
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46.3 レース中、ピット出口のシグナルがグリーンの時にのみ、ドライバーは自身の責任でピットレーンから出な

ければならない。 もしトラック上の車両が接近している時は、ブルー・フラグを持ったマーシャル、または

ブルーの点滅シグナルがドライバーに警告する。 

46.4 なし 

46.5 セーフティカー 

レース・ディレクターはサーキット車両がトラック上にいる時で、作業員を避けるためのガイドがレース車両に

対して必要な場合、バリアが損傷している時、医療チームの介入が必要な時、またはその他必要な状況の

際に、はいつでもセーフティカーの介入を宣言する。 

46.6 なし 

46.7 セーフティカー手順 (ISC付則 H項 第 2.10項に則る) 

セーフティカー導入の指示が出たら、介入の間、全ての監視ポストは黄旗を振動して「SC」ボードを提示し、

ラインのオレンジシグナルが点灯する。 

セーフティカーはオレンジのライトを点灯して指定場所からスタートし、レースの先頭車両の場所に関係なくト

ラックに進入する。 

全ての競技車両はセーフティカーの後方に車両 5台分以下の距離で列を形成しなければならない。 以下

の例外を除いて、セーフティカーがピットに戻った後に車両がラインに到達するまで（または次のレース中立

化地点まで）、追い越しは禁止される。 以下の状況下では追い越しが認められる。 

• もしセーフティカーから車両に追い越しをするように合図が出された場合 

• ピットに入る全ての車両が第１セーフティカー・ラインを通過した後に、別の車両やセーフティカーを追

い越す場合 

• ピットから出る全ての車両が第 2 セーフティカー・ラインを通過する前に、トラック上の別の車両に追

い越される場合 

• セーフティカーがピットまたは中間位置に戻っている際に、セーフティカーラインを通過したらトラック上

の車両に追い越されても良い 

• セーフティカーがピットレーンを使用中に指定ガレージエリア内に停止した車両は追い越される 

• もし車両が明らかな問題で減速した場合 

セーフティカーの導入中に不必要に遅く走る、不規則に走る、また他のドライバーに対して潜在的に危険な

方法で走る全ての車両は審査委員会に報告される。 これはそのような車両がトラック上、ピット入口、ピット

レーン、ピット出口のどこを走行していても適用される。 

レース・ディレクターや（彼が不在の場合は）競技長により指示があった場合には、セーフティカー内のオブ

ザーバーは、グリーン・ライトを使ってレース先頭車両とセーフティカーの間にいる全ての車両に対して追い

越すよう合図を出す。 これらの車両はセーフティカーの後方にいる車両隊列に追いつくまで、速度を落とし

て追い越しをすることなく走行を続ける。 

セーフティカーは最低限先頭車両が直後に来て、残りの全ての車両が先頭車両の後方に付くまで使用され

る。 セーフティカーの後方にいる先頭車両は、5台分以下の距離を維持しなければならず、残りの全ての

車両はフォーメーションをできるだけ詰めて走行しなければならない。 

但しこの手順中のピットストップにより、レース・ディレクターは全ての車両がセーフティカーの後方に列を作

る前に再開を決定する場合がある。 

セーフティカーが運用中に、競技車両はピットレーンに入っても良いが、ピットレーン出口のグリーン・シグナ

ルが点灯している時にのみ、トラックに戻れる。 このライトはセーフティカーと後続の車列がピット出口を通

過しようとする、または通過している時を除き常に点灯する。 
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トラックに進入する車両は、セーフティカー後方の車列最後尾に付くまで適切な速度で進まなければならな

い。 

ある状況下で、レース・ディレクターまたは（彼が不在の時は）競技長がセーフティカーにピットレーンを使用

するよう依頼することがある。 この場合、オレンジライトは点灯したままで全ての車両はセーフティカーに続

いて追い越しをすることなくピットレーンに進入する。 この状況下でピットレーンに入った全ての車両は指定

のガレージエリアで停止しても良い。 

レース・ディレクター（または彼が不在の時は彼の代理か競技長）が、セーフティカーを呼び戻す際には、オ

レンジライトを消灯する。 これはセーフティカーがその周回の最後にピットレーンに入る合図である。 セー

フティカーがライトを消灯した瞬間に、全監視ポストの黄旗と SCボード（ライト）が撤去される。 この時点で

セーフティカー後方の車列にいる先頭車両が走行ペースを主導して、必要に応じて後方に 5台分以上の距

離を空けても良い。 セーフティカーがピットに戻る前に事故の発生を避けるために、車両のライトが消灯し

た時点からドライバーは不安定な加速やブレーキング、または他のドライバーを危険にさらしたり、レースの

再開を妨げるようなその他の操作を一切せずに、一定のペースで走行しなければならない。 セーフティカー

がピット入口に入ったら、ラインだけでグリーン・フラグが振動提示され、グリーン・シグナルが点灯する。 こ

れらは最終車両がラインを通過するまで表示される。 

セーフティカーの導入中、各周回が終わるごとにレース周回数として数えられる。 

最終周の最初に、または最終周の途中でもしセーフティカーがまだ導入されている場合には、セーフティカ

ーはその周回の終わりにピットレーンに入り、レース車両は追い越しをすることなく通常どおりチェッカーフラ

グを受ける。 

 

46.8 セーフティカー後方からのレーススタート 

例外的な状況で、レースはセーフティカーの後方からスタートする場合がある。 この場合、1分前シグナル

表示前はいつでもオレンジ・シグナルが点灯する。 これが、ドライバーに対して当該レースがセーフティカー

の後方からスタートされるという合図である。 グリーン・シグナルが点灯すると、セーフティカーはグリッドか

ら出発して、全ての車両はグリッド順のまま 5台分以上の距離を空けずに続く。 フォーメーション・ラップは

行われず、レースはグリーン・シグナルが点灯した時にスタートする。 

もしレース・ディレクターがレースをセーフティカーの後方からスタートするべきと決定した場合には、そのス

タート手順とカウントダウンは実行可能な限りグリーン・シグナル、つまりレーススタートが大会公式スケジュ

ールで予定された時間になるように調整される。 

最初の周回中に限り、もし 1台の車両がグリッドから出遅れ、後方の車両が隊列を大幅に遅らせないとその

車両を追い越してしまう場合には、追い越しが認められる。 この場合、ドライバーは元のスタート順を取り戻

すためにのみ追い越しをしても良い。 

セーフティカー後方の車列の最終車両がピットレーンの端を通過次第、ピット出口のシグナルがグリーンに

なり、ピットレーンにいる全ての車両はトラックに進入してセーフティカー後方の車列に付くことができる。 

グリッドから出遅れたドライバーは、もし残りの車両がラインを通過してもその車両が動かなかった場合には

他の走行車両を追い越してはならず、セーフティカー後方の車列の最後尾に付かなければならない。  もし

複数のドライバーがこの影響を受けた場合には、彼らはグリッドを出た順番で隊列の最後に付かなければな

らない。 最初の周回で他の車両を不必要に追い越したドライバーには、審査委員会の意見により罰則が科

せられる。 

セーフティカーはローリング・スタートのオフィシャル・リーディング・カーとして使われる場合がある。 この場

合、スタートの提示後にセーフティカーの役割に戻すまでの間、スタートを左右する規則がこの車両に適用さ

れる。 



 

 Page 57 of 78 

47.1 サーキットが事故で塞がれたり、天候やその他の条件で継続が危険になったためにレースを中断する必

要がある場合には、レース・ディレクターは全監視ポストに赤旗を提示するよう指示を出し、ラインで赤シグ

ナルを表示する。 

シグナルが提示されたら車両は減速しなければならず、追い越しは禁止される。 ピット出口は閉鎖され、

全ての車両はゆっくりピットレーンのファストレーンに進み、一列で停止しなければならない。 車両は停止

後にパルク・フェルメ条件下に置かれる。 

セーフティカーは車列の先頭に置かれる。 

レースが中断中、 

• 運転中のスティントは赤旗の時間に全て中断され、レースの再スタート時に再開される。 

• レース中断の時間は、レース・ディレクター及び/または審査委員会の承認を条件にレースの残り時

間に加算される。 

• ドライバーは車両から出てヘルメットとグローブを外すことが認められる。 但し車両のそばに留まる

こと 

• ドライバー交代は認められない 

• ドライバーは常にマーシャルの指示に従わなければならない 

 

a) ピットレーンのファストレーン上の車両に関して 

車両に対する介入は、レース管制から許可がない限り一切禁止される。 レース管制はタイヤのチェッ

クや雨天の場合、車両にカバーをかけること、ブレーキの冷却用に送風機 2台までの使用を認める場

合がある。 もし認められた場合には、これを 2名までのチームメンバーで行っても良い。 

b) レース中断のシグナル表示前にピットにいた全ての車両もパルク・フェルメ条件下に置かれ、赤シグナル

が表示されたら全ての作業を中止しなければならない。 いったん 3 分前ボードが提示されたら、車両に

対する作業を再開しても良い。 3 分前ボード提示からグリーンフラグまでの時間にピットレーンの出口

に車両を移動し、グリーンフラグの後にセーフティカー後方の車列の後ろに加わる。 

c)  赤旗シグナル表示後にピットレーンに入り、ファストレーンから離れる選択をして自車の作業エリアに進

んだ全ての車両もまた、パルク・フェルメ条件下に置かれる。 いったんレース再開 3 分前のボードが

提示されたら、これらの車両に対する作業を再開しても良い。 これらの車両はレースが再開されたら

ピットレーンの端まで移動して、レース再開後 1 周目の最後に（レースに）復帰しても良い。 これには

10分前ボードの後にグリッドから押し戻された全ての車両も含まれる。 

47.2 ピットウィンドウ中の赤旗 

（1 時間レースの）義務ピットウィンドウ中に赤旗が導入された場合には、全車両はピットレーンに戻らなけ

ればならず、レース・ディレクターが他の指示を出すまでの間、パルク・フェルメ条件下に置かれる。 レー

スはピット・ウィンドウ開放前の最終フルラップのレース順位を使い、セカンドドライバーが運転した状態で

再開される。 詳細はレース・ディレクターから通知される。 

ピット・ストップをしていない車両はレース・ディレクターの指示で、タイヤ交換とドライバー交代のためだけ

にパルク・フェルメから解放される。 レース再開が不可能な場合には、ピット・ウィンドウ開放前の最終フ

ルラップのレース順位が最終順位になる。 

47.1 なし 

47.2 なし 

47. レースの中断と再開 
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レースディレクターが上述のとおり、レースの中断中に義務ピットストップを消化するよう指示した場合、車両

に割り当てられた補償時間のペナルティ、および何らかの車両または単独ドライバーに起因する追加時間

（第 16.8〜16.9 項を参照）、及び付与された可能性のあるタイムペナルティ（第 16.6 項を参照）は、レース

終了時の経過時間に追加される。 ただしレースを再開できない場合には、これらのペナルティはレースの

最終順位、つまりピットウィンドウが開く前の最後の周回終了時点のレース順位に適用される。 

 

47.3 ケース Aのレース再開 

遅延はできるだけ短くされ、再開時刻が分かり次第、計時画面とチーム無線でチームに通知される。 いか

なる場合でも最低 10分前の警告（音）が提示される。 

シグナルは再開 10分前、5分前、3分前、1分前、30秒前に表示され、各時刻に警告音が一緒に鳴らされ

る。 

レース・ディレクターは安全上の理由で、スリックタイヤからレインタイヤへのタイヤ交換を認める決定をする

場合がある。 もしこれが認められた場合には、10分前から 5分前ボードの間に行わなければならない。 

10分前ボードから車両はパルク・フェルメ条件下に置かれず、チームメンバーはドライバーの支援、タイヤと

ブレーキのチェック、エンジンの再始動目的のためだけに外部バッテリーの持ち込みと接続ができ、更にもし

レース・ディレクターの許可が下りればタイヤ交換ができる。 

チームはレース・ディレクターの許可と共にファストレーンから車両を回収しても良い。 この場合、チームに

はこの車両でレースに復帰することが認められる。  

5分前シグナルが表示されたら、全ての車両はホイールを装着していなければならない。 このシグナルの

後、ホイールはピットレーンでのみ、または更にレースが中断された場合はグリッド上で外すことができる。 

5分前シグナルの際に、全てのホイールが完全に装着されていない車両の競技参加者には罰則が科され

る。 

3分前シグナルが表示された時に、車両はホイールが地面に下ろされていなければならない。 3分前の時

点で車両がホイール付で地面に下ろされていないか、全てのホイールが締められていない競技参加者には

罰則が科せられる。 

3分前シグナル表示後のある時間で、想定されるラップタイムに応じてコントロール・ラインと先頭車両の間

にいる全ての車両には 1周回するよう合図が出され、追い越さずにセーフティカー後方の車列に加わる。 

ピットレーンにいない車両は、第 47 （b）項及び（c）項の情報に従わなければならない。 

1分前シグナルが提示されたら、エンジンをスタートする。 全てのチーム関係者は 30秒前のシグナルが提

示されたら、全ての機材を持ってグリッドから出なければならない。 30秒前シグナルの後にもし手助けが

必要なドライバーがいた場合、このドライバーはマーシャルに合図をしなければならない。 その後、残りの

車両がグリッドから出られたら、マーシャルは車両をピットレーンに押し戻すように指示を受ける。 この場

合、黄旗を持ったマーシャルが当該車両（複数台の場合を含む）の脇に立ち、後続の車両に警告を出す。 

この周をスタートできないドライバーは、マーシャルに合図をしなければならない。 グリッドから出発する際

に、全てのドライバーは、トラック脇に立っているチーム関係者が全員退去するまで最減速して進まなけれ

ばならない。 

マーシャルはグリッドから出発できる車両が全ていなくなり次第、速やかにグリッドに残った全ての車両を最

短距離でピットレーンに押し戻すよう指示を受ける。 グリッドから押し戻された全てのドライバーは車両をス

タートしようとしてはならず、マーシャルの指示に従うこと。 

レースはグリーン・シグナルが提示された時に、セーフティカーの後方で再開される。 セーフティ・カーは全

ての車両が後方で隊列が出来上がっていれば 1周後にピットに入る。 ないしはレース・ディレクターがレー

ス再開が安全だと決定するまでの間、セーフティカーは周回を続ける。 
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グリーン・シグナルが提示されたら、セーフティ・カーはグリッドから出発し、全ての車両はコントロール・ライ

ンの後ろに停止した順番で 5台分以上の距離を空けずに続く。 セーフティ・カーに続く車列の最後の車両

がピットレーンの端を通過次第、直ぐにピット出口のグリーン・シグナルが点灯する。 赤旗提示前（第 47.1 

b）項、第 2.6.1 b)項）にピットレーンにいた全ての車両は、トラックに進入してセーフティ・カー後方の車列に

加わっても良い。 赤旗提示後（第 47.1 c）項） にピットレーンに入った車両は、レース再開後にピットレーン

の端まで移動し、セーフティ・カー後ろから 1周後にレースに復帰しても良い。 

追い越しは 1台の車両がコントロール・ラインから出遅れ、後方の車両がこれを追い越さないと残りの車列

を遅らせることになってしまう場合にのみ認められる。 この場合、ドライバーはレース中断前の順位に戻る

ためにのみ、追い越しをしても良い。 

コントロール・ラインから出遅れた全てのドライバーは、もし残りの車両がコントロール・ラインを通過した後に

自車が停止していた場合、他の走行中の車両を追い越してはならず、セーフティ・カー後方の車列の最後に

付かなければならない。 もし複数のドライバーにこの影響が発生した場合、彼らはグリッドから出発した順

に車列の最後に付かなければならない。 

最初の周回で不必要に別の車両を追い越しをしたドライバーには、審査委員会の意見により罰則が科され

る。 

もしレースが再開できない場合には、最終順位はレース中断のシグナルが提示された周回の 2周前終了時

点でのレース順になる。 

 

47.4 なし 

 

48.1 レース終了のシグナルは、予定時刻を過ぎた後に先頭車両がラインを通過次第、ラインで提示される。 

先頭車両が停止した場合には、このシグナルは 2 位の車両がラインを通過次第提示される。 （第 5.3

項） 

48.2 （第 47 条の各項を除き）何らかの理由で、レース終了のシグナルが予定時刻を過ぎる前に提示された場

合、レースはこのシグナルが提示される前に先頭車両が最後にラインを通過した時点で終了したものと

みなされる。 レース終了のシグナルが何らかの理由で遅れた場合には、レースは本来終了すべき時刻

に終了したとみなす。 

48.3 レース終了のシグナルを受けた後、順位認定された全ての車両は不要な遅延を一切することなく、一切

の物品を受け取ることなく、また（マーシャルの支援が必要な場合を除き）支援を一切受けることなく、直

接パルク・フェルメに向かわなければならない。 

順位認定を受けた車両でパルク・フェルメに自力で到達できない車両は、マーシャルの特別な管理下に置

かれ、マーシャルが当該車両をパルク・フェルメに誘導する。 

各セッション終了後、いかなるドライバーもフィニッシュ・ラインを 2回以上通過してはならない。 

 

49.1  監督責任のあるオフィシャルのみがパルク・フェルメに立ち入ることができる。 このオフィシャルの許可

がない限り、いかなる類の介入も認められない。 審査委員会のブルテンに記載されているピレリの代

表者は、タイヤの内圧確認のためパルク・フェルメに入ることができる。 

48. レース終了 

49. パルク・フェルメ 
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49.2  パルク・フェルメが使用中の時は、ラインとパルク・フェルメ入口間のエリアも同様にパルク・フェルメとみ

なされる。 

49.3  パルク・フェルメは許可のない人物が立ち入りできないよう、十分広くて安全であること。 

49.4  特に規定がない限り、パルク・フェルメは予選セッションまたはレースのチェッカー・フラグから最大 1 時

間継続する。 この時間経過後、テクニカル・デリゲートから追加検査に選ばれなかった車両、または審

査委員会からの命令がなかった全ての車両は解放される。 

50.1 優勝車両は、予定時間内に最も長い距離を走行した車両である。 

全ての車両は（第 50.3項に則り）、彼らが完走した周回数、及び周回数が同じ場合はラインを通過した順

で順位認定される。 

この条項の目的のみのため、予定時間とは第 48.1項に則り、公式レース開始時刻からレース終了シグ

ナルが提示された時刻までの長さを意味する。 

50.2 もしある車両が、最終周を走行するのに優勝者の最速ラップタイムの 2倍以上かかっていた場合、この最

終ラップは当該車両が走行した総走行距離を計算する時には考慮されない。 

50.3 優勝者が走行した周回数の 70％未満（全周回数の一番近い整数に切り下げられる）の走行車両は、順

位認定されない。 

50.4 最終順位はレース終了後、可及的速やかに主催者によりデジタル（オンライン）と公式掲示板の両方で発

行・発表される。 これらは唯一有効な結果であり、コードと本競技規則を基に修正される場合がある。 

51.1 全てのレース終了後に表彰式が行われる。 1カテゴリーまたは 1カップで最低 6台の参加台数があり最

低 3 台が完走した場合は、1 位から 3 位で終了したドライバー、そして優勝チームの代表者はポディウム

での表彰式に出席し、プロモーターが決定する表彰手順を守らなければならない。 参加台数が 6台未満、

または 1 カテゴリー、1 カップで 2 台しか完走しなかったレースの場合には、優勝ドライバー（複数名）とチ

ーム代表者が出席すること。 これはプロモーターの決定により変更される場合がある。 

 

もし１カテゴリーでの出走が 3台未満の場合には、優勝者がオーバーオールの優勝ポディウムに招待さ

れる。 

 

ポディウムはプロモーターが指定した手順に従うこと。 

１車両の全ドライバーが同じ国籍の場合、当該チームは競技参加者（エントラント）のライセンス発行国

か、ドライバー・ライセンス発行国のどちらを当該車両の国旗としてポディウムで使うかを選択する。 

ケース A： 1時間レースの場合 

表彰 1：  GTチャレンジ・アジア・シリーズ 総合 1位～3位 

表彰 2：  GTチャレンジ・アジア・シリーズ Pro-Amカップ 1位～3位 

表彰 3：  GTチャレンジ・アジア・シリーズ Am カップ 1位～3位 

表彰 4：  GT4オーバーオール 1位～3位 

表彰 5：  ジャパンカップ・ポディウム （エントリー台数次第） 

表彰 6：  エントリー台数次第で追加の表彰あり 

 

50. 順位認定 

51. 表彰式及び記者会見 
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51.2 競技参加者とドライバーは、表彰式に関して与えられる指示に従うこと。 何らかの違反があった場合に

は、審査委員会の裁量による罰則を受けることになる。 

51.3 表彰式の一部または全部を欠席した競技参加者には罰金が科される。 但し審査委員会が認めた不可

抗力の場合を除く。 

51.4 なし 

51.6 なし 

51.7 チーム・マネージャーはドライバーが自身の義務を果たすよう保証する責任を負う。 審査委員会が認め

た不可抗力の場合を除き、欠席した競技参加者には罰金が科される。 

  



 

 Page 62 of 78 

第 8.2項に基づく必要情報 

パート A 

a) 開催国 ASNの名称と住所 

b) 主催者の名称と住所 

c) 大会開催日と開催場所 

d) 大会問合せ先 住所・E メールアドレス・電話番号・FAX番号 

e) サーキットの詳細。以下の情報を含める 

1. 場所と道順 

2. コース長 

3. 方向 （時計回りまたは反時計回り） 

4. ラインに関係するピット出口の場所 

5. FIAサーキット公認グレード 

6. FIA ライセンスの有効期限 

 

i) 以下の各サーキット施設の正確な場所 

1. 審査委員会室 

2. レース・ディレクター室 

3. 競技受付 

4. 車検場、水平板、計量場所 

5. パルク・フェルメ 

6. ドライバー・競技参加者用ブリーフィング・ルーム 

7. 公式掲示板・記者会見場 

8. メディア・センター 

9. メディア受付センター 

 

j) 本競技規則で記載されているものに追加で授与する特別賞トロフィー及び特別賞のリストすべて 

l) ASNから任命される以下の大会オフィシャル氏名 

審査委員 

競技長 

事務局長 

国内技術委員長 

国内救急委員長 

 

その他特記事項 

 

パート B – プロモーターにより完成される 

 

1： スケジュール情報 

- 競技受付と車検開始の日時 ………… (月日)  ….…：……. (時刻) 

付則 1 
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- ブリーフィング日時：  

- レース開始時刻：  

2： 大会組織委員会と大会管理人 

3： プロモーターとペアレント ASN指名のオフィシャル・スタッフ 一覧 

シリーズ・ゼネラル・マネージャー： ベンジャミン・フラナソビシ 

審査委員長：   未定 

国際審査委員：   未定 

レース・ディレクター：   M. ラヴィン 

副レース・ディレクター： 

テクニカル・デリゲート/シリーズ技術委員長： 未定 

シリーズ技術委員長： 

競技ディレクター： 

ピットレーン・オフィシャル： 

競技事務局長： 

計時委員長： 

セーフティ・カー・ドライバー： 

リーディング・カー・ドライバー： 

プレス・デリゲート： 

ドライバー・アドバイザー： 

  その他オフィシャル： 

4 ： 大会競技役員編成 

5 ： 抗議料・控訴料・罰金 

6 ： デジタル掲示板へのリンクを含むその他情報 ： 

パート C – スケジュール詳細 

パート D – 大会保険 
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GTワールド・チャレンジ － 競技規則 

 

これは Fanatec GTワールド・チャレンジ・パワードバイ AWS 2022競技規則からの抜粋である。 フルドキュ

メントはシリーズウェブサイトからダウンロードできる。 

 

参加資格 

A． Fanatec GTワールド・チャレンジ・パワードバイ AWSは、SROモータースポーツ・グループにより１カレン

ダーイヤーで組織される GT3車両で数々のスプリント・レースと耐久レースで競技に参加する製造者とそ

のチーム、ドライバーに開かれている。 2022シーズンの大会条件は付則１に一覧が記載されている。 あ

らゆる変更は競技役員の許可に基づく。 

 

2022年の参加可能な大会は以下の３グループに分類される。 

• GTチャレンジ・アメリカ 

• GT チャレンジ・ヨーロッパ 

• GT チャレンジ・アジア 

• GT チャレンジ・オーストラリア 

 

各チャレンジごとに別々の規則書が発行される。 

 

B． Fanatec GTワールド・チャレンジ・パワードバイ AWS にエントリーし、エントリー費用を支払うことで、製造

者はチャレンジ大会を構成するどの競技の参加車両からもポイントを獲得することができる。 

 

GTワールド・チャレンジにエントリーすることで以下の追加権利が与えられる。 

a. 製造者の車両が GTチャレンジ・ヨーロッパで賞金と無料のタイヤを請求するために、（カスタマーと

公式サポートチームの両方に対して）フル・シーズンエントリーができる資格 

b. 製造者の車両が GTチャレンジ・アジアで賞金を請求するためフル・シーズンエントリーができる資格 

 

C． 参加資格のある車両は、適切な技術規則（コード付則 J項第 257A条）により定義された FIA公認の GT3

車両である。 これらの車両は、指定の大会競技規則及び技術規則に則り、定期的に参加資格のある各大

会に参加する。 

 

エントリー 

D． Fanatec GTワールド・チャレンジ・パワードバイ AWS に参加を希望する製造者は、エントリー用紙に全て

記入して返送し、2022シーズンのエントリー費用を払わなければならない 

2022 Fanatec GTワールド・チャレンジ・パワードバイ AWSのエントリーは、遅くとも締切日の 2022年 2

月 21日までに提出されなければならない。 エントリー用紙は SROモータースポーツ・グループから入手

でき、以下の参加料を支払う。 

 

付則 2 
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Fanatec GTワールド・チャレンジ・パワードバイ AWSのエントリー費用：  120,000ユーロ （税別、SRO 

Motorsports Europe Ltd.に支払う） 

このエントリー費用の支払いには、いかなる個別競技やシリーズの競技参加者向けエントリー費用を含まな

いことに注意すること。 様々な SRO大会間で、参加料を返金したり振替えたりすることはできない。 

 

各エントリ―には、チャレンジの参加に関与する全員を代表して、参加登録者が Fanatec GTワールド・チ

ャレンジ・パワードバイ AWSの競技規則に目を通して理解し、諸規則を順守する旨の確認を含めなければ

ならない。 

 

ポイントとタイトル 

E． タイトルが一つある。 

 

Fanatec GTワールド・チャレンジ・パワードバイ AWSの製造者総合タイトルは、2022チャレンジの獲得可

能な対象大会で最高ポイントを獲得した製造者に授与される。 

F． ポイントは Fanatec GTワールド・チャレンジ・パワードバイ AWSの各レースの最終順位に従ってポイント

が加算される。 

60分から 90分のスプリント大会では、ポイントは各レースのカテゴリーごとに以下のポイント表に基づいて

加算される。 

1位：  25ポイント 

2位：  18ポイント 

3位：  15ポイント 

4位：  12ポイント 

5位：  10ポイント 

6位：   8ポイント 

7位：   6ポイント 

8位：   4ポイント 

9位：   2ポイント 

10位：   1ポイント 

 

3時間から 6時間のレースでは、ポイントは各レースのカテゴリーごとに以下のポイント表に基づいて加算さ

れる。 

1位：  50ポイント 

2位：  36ポイント 

3位：  30ポイント 

4位：  24ポイント 

5位：  20ポイント 

6位：  16ポイント 

7位：  12ポイント 

8位：   8ポイント 

9位：   4ポイント 

10位：   2ポイント 
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スパ・トタル 24時間レースでは、ポイントは各レースカテゴリーごとに以下のポイント表に基づいて加算される。 

1位：  100ポイント 

2位：   72ポイント 

3位：   60ポイント 

4位：   48ポイント 

5位：   40ポイント 

6位：   32ポイント 

7位：   24ポイント 

8位：   16ポイント 

9位：    8ポイント 

10位：    4ポイント 

 

製造者は、各レースの各カテゴリーで最上位の GT3車両がポイントを獲得する。 ポイントは当該大会の公

式エントリーリストに記載された当該カテゴリーの車両台数で掛け算される。 実際のポイントと順位だけが

加算され、Fanatec GTワールド・チャレンジ・パワードバイ AWSで競技していない車両からのポイントは再

配分されない。 

スプリントレースで競技する全ての GT2車両は、ポイント配分に関して無視される。 また、ポイントはその

次の車両に配分される。 

 

１スプリントレースで全 4カテゴリーに車両を参加させる製造者の例。 

カテゴリー 車両台数 製造者の１台目の順位 ポイント合計 

PRO 15 2位 18 x 15 = 270 

シルバーカップ 6 6位 8 x 6 = 48 

Pro-Am 8 1位 25 x 8 = 200 

Am 2 2位 18 x 2 = 36 

レースの合計スコア 554 

 

 

トロフィー 

G． 以下のトロフィーが授与される。 

優勝した製造者にトロフィー1個 

 

同着 

H． 賞典とポイントは同着の競技参加者には同時に加算され、平等に授与される。 

もし 2社以上の製造者が同じポイント数でシーズンを終了した場合、以下のとおりチャレンジの上位を決定

して授与する。 

• 1位の回数が多い方に、 

• もし 1位の回数が同じ場合には 2位の回数が多い方に、 

• もし 2 位の回数が同じ場合には 3 位の回数が多い方に。 以下同様に勝者が決まるまで同様に繰り

返す 
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• もし勝者が決まらない場合には、シーズンの最終レースで最高ポイントを獲得した製造者が勝者として

宣言される。 

 

賞典授与 

I． 優勝製造者の代表は、SRO年間授賞式に出席しなければならない。 

 

カレンダー 

J． 2022 Fanatec GTワールド・チャレンジ・パワードバイ AWS GT3車両用大会の完全なリストは、2022年 2

月 21日までに SROモータースポーツ・グループによって発行される。 但し、不可抗力により SROモータ

ースポーツ・グループはこの日程、大会形式、及び大会数を修正する権利を有する。 

 Fanatec GTワールド・チャレンジ・パワードバイ AWSの全ての個別大会も、不可抗力の場合または主催

者の ASN と SROモータースポーツ・グループの合意により、中止される場合がある。 

 

ステッカーとスポンサー 

K． Fanatec GTワールド・チャレンジ・パワードバイ AWSに参加する全ての車両は、各大陸用競技規則書に

記載のグラフィック・デザイン・チャーターを順守すること。 SROモータースポーツ・グループは全ての競技

参加者車両に貼付スペースを確保する。 
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GTワールド・チャレンジ・アジアで有効なグラフィカル・チャーターは常に最新バージョンである。 これはチーム

に配布され、それまでのバージョンと置き換える。 

 

 

付則 3 
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2022 カレンダー 

 

FANATEC GTワールド・チャレンジ パワードバイ AWS 

第 1戦 フィリップ・アイランド  3月 18〜20日 オーストラリア 

第 2戦 イモラ 4月 1～3日 ヨーロッパ 

第 3戦 ソノマ 4月 15〜17日 USA 

第 4戦 ブランズハッチ 4月 30〜5月 1日 ヨーロッパ 

第 5戦 マニ・クール 5月 14〜15日 ヨーロッパ 

第 6戦 バサースト 5月 13〜15日 オーストラリア 

第 7戦 セパン 5月 21〜22日 アジア 

第 8戦 NOLA 5月 20～22日 USA 

第 9戦 ポール・リカール 6月 4～5日 ヨーロッパ 

第 10戦 ザンドフールト 6月 18〜19日 ヨーロッパ 

第 11戦 ﾊﾞｰｼﾞﾆｱ・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 6月 17〜19日 USA 

第 12戦 ミサノ 7月 2～3日 ヨーロッパ 

第 13戦 鈴鹿サーキット 7月 16〜17日 アジア 

第 14戦 富士スピードウェイ 7月 23〜24日 アジア 

第 15戦 ワトキンス・グレン 7月 22〜24日 USA  

第 16戦 スパ・フランコルシャン 7月 29〜31日 ヨーロッパ 

第 17戦 クイーンズランド 8月 5〜7日 オーストラリア 

第 18戦 ロードアメリカ 8月 19〜21日 USA  

第 19戦 スポーツランド菅生 8月 19〜21日 アジア 

第 20戦 ホッケンハイム 9月 3～4日 ヨーロッパ 

第 21戦 バレンシア 9月 17〜18日 ヨーロッパ 

第 22戦 サンダウン 9月 17〜18日 オーストラリア 

第 23戦 セブリング 9月 23〜25日 アジア 

第 24戦 岡山国際サーキット 9月 23〜25日 アジア 

第 25戦 バルセロナ 10月 1～2日 ヨーロッパ 

第 26戦 インディアナポリス 10月 8〜9日 USA  

第 27戦 マンダリカ 10月 21〜23日 アジア 

第 28戦 ザ・ベンド 10月 21〜23日 オーストラリア 

第 29戦 バサースト 11月 11〜13日 オーストラリア 

 

  

付則 4 
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GTチャレンジ・アジア 

 

第 1戦 5月 20日〜22日 セパン  スプリントレース 60分 x 2回 

第 2戦 7月 15日〜17日 鈴鹿  スプリントレース 60分 x 2回 

第 3戦 7月 22日〜24日 富士  スプリントレース 60分 x 2回 

第 4戦 8月 19日〜21日 菅生  スプリントレース 60分 x 2回 

第 5戦 9月 23日〜25日 岡山  スプリントレース 60分 x 2回 

第 6戦 10月 21日〜23日 マンダリカ スプリントレース 60分 x 2回 
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SRO競技委員会 – 規定及び規則 

 

内部規則 

第 1条 － 目的 

SRO競技役員会はシリーズ・プロモーターの SROモータースポーツ・グループにより設置される団体である。 

この団体の目的は、大会オフィシャルの競技及び技術規則の適用、また GTチャレンジアジア大会組織

に関する特定の状況を管理することである。 ただし、国際モータースポーツ競技規則で定義される大会

役員会の独占的権限の範囲にあるものを除く。 

 
 

第 2条 – メンバー 

各大会の SRO競技役員は、以下の人物または代表者で編成される。 

 

• SRO代表者 1名 

• シリーズ・ゼネラル・マネージャー 

• 審査委員長 

• 必要に応じてその他の代表者 

 
 

第 3条 – 任務 

SRO競技役員には以下の役務が含まれる。 

• 規則とその解釈に関する説明書の発行 

• ドライバーカテゴリー免除の決定 

• シルバー/シルバー・ドライバーペア調整の決定 

• ブロンズ・ドライバーの資格決定と最終体重とタイム・ペナルティの決定 

• ドライバーペアの体重またはタイム調整の決定 

• シリーズ・ポイントや順位認定に関する質問全般の決定 

 
 

第 4条 － ミーティング 

SRO競技役員のミーティングは大会中どの時点でも召集することができる。 また、大会の合間に電子メー

ルで召集することもできる。 

役員会を代表して、2名以上の役員に（ドライバーの）降格・認可の問題を決定する権限が与えられる。 

 
 

第 5条 －抗議権 

SRO競技役員の決定に対する控訴はできない。 

 

  

付則 5 
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SRO技術委員会 ― 規定及び規則 

 

内部規則 

第 1条 － 目的 

SRO技術役員会は、シリーズ・プロモーターの SROモータースポーツ・グループにより設立された団体であ

る。 この団体の目的は、技術規則の適用に関する特定の状況を管理することである。 但し、国際モー

タースポーツ競技規則で定義される大会役員会の独占的権限の範囲にあるものを除く。 

 
 

第 2条 － メンバー 

SRO技術役員会は以下のメンバーまたはその代理人で編成される。 

 

• SRO代表 

• SROテクニカル・ディレクター 

• MAM代表 1名 

 
 

第 3条 － 任務 

SRO技術役員会には以下の役務が含まれる。 

• 性能調整（BoP）の適用と変更 

• 参加資格車両の発行 

• 競技参加者向けテクニカル・ノートの発行 

 
 

第 4条 － ミーティング 

SRO技術役員会のミーティングは大会中どの時点でも召集することができる。 またこれは大会の合間に電

子メールでも召集することができる。 

決定はメンバーの満場一致で行われる。 

 
 

第 5条 － 抗議権 

SRO技術役員会の決定に対する控訴はできない。 
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なし 

必須技術装備 － GTチャレンジ・アジア － サプライヤー詳細 

 

タイヤ 

ピレリが GTチャレンジ・アジアで唯一のタイヤ・サプライヤーである。 

 

大会用のタイヤは、以下の締切までに注文しなければならない。： 未定 

発注書、ピレリ・供給契約書、ドライバー責務書類は、https://www.gt-world-challengeasia.com/teams-login-

home のDownloadセクションからダウンロードできる。 

 

担当者： (Ms.) ヴィビアン 

E メール： Yiwen.Ke@pirelli.com 

携帯電話： +86 13918272490 

 

ELF燃料 

燃料アカウント登録用紙は、https://www.gt-worldchallenge-asia.com/teams-login-home の Downloadセク

ションからダウンロードできる。 

 

担当者： ショーン・スコット 

レース燃料 運営マネージャー 

E メール： sean@racefuels.com.au 

携帯電話: +61 417 368 543 

勤務先電話: +61 3 9706 5233 

 

データ・ロガー 

データ・ロガーは以下の連絡先から入手できる。 

 

住所： Emotag e.K Matthias Holle 

Robert-Bosch-Str 22 * 65582 Diez (Germany) 
 

E メール： emotag@mathol.de 

電話番号： +49 6432 9197 0 

Fax ：    +49 6432 9197 44 

携帯電話： +49 177 8187 226 

 

各車両には、シリーズ指定のデータ・ロガーを装着しなければならない。 

このインターフェースは Emotag社に発注しなければならない。 発注書はウェブサイトから入手できる。 

 
 
 
 
 

付則 6 

付則 7 

https://www.gt-world-challengeasia.com/teams-login-home
https://www.gt-world-challengeasia.com/teams-login-home
mailto:Yiwen.Ke@pirelli.com
https://www.gt-worldchallenge-asia.com/teams-login-home
mailto:sean@racefuels.com.au
mailto:emotag@mathol.de
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トランスポンダー 

全ての車両は、ドライバーID付のトランスポンダーを装着しなければならない。 トランスポンダー購入品： 

Mylaps Direct Powered X2 Transponder、X2 Driver ID スイッチ付。 

 発注問合せ担当者： gethin@tsl-timing.com  

 

なし 

必須カメラ － 競技規則 

GTチャレンジ・アジアで競技に参加する各チームはビデオカメラを入手して、ピット・ガントリー（ブーム）に取

り付けなければならない。 

（メモリー）カードは各大会の開始時に配布されるので、終了後に手渡しで返却すること。 

 

ピット・ボックス用カメラの設置方法 

全てのチームはピット・ボックス用カメラを取り付けて、各セッション中に稼働させることが必須である。 これは

チームがカメラを提供して取り付ける義務を負う。 カメラは白線から指定のピットエリアの作業ゾーン全体が

見渡せて記録できる位置に取り付けなければならない。 これは車両の各方向から最低 2mの位置でなけれ

ばならない。 取り付け角度と映像の画質は各大会で検査される。 

セッション全体を録画するためにバッテリーが十分に充電され、十分なメモリー容量がカードに残っているかを

確認し、カメラのスイッチを入れて全てセッションで開始 5分前から録画を始めるのはチームの責任である。 

チームにはメモリーカードが提供される。 チームは、各セッション終了直後に録画データをダウンロードして

回収すること。 全てのカードと映像は主催者が所有権を有する。 

この規定に違反した全てのパーティ/チームは、大会中にレース・ディレクターに報告されてペナルティを受け

る。 

SROは、全ての著作権、及びその他全ての権利、所有権、利益を所有するものとする。 これにはピットボッ

クス・カメラで撮影された映像に対する全ての知的財産権が含まれる。 

競技参加者やチームは事前に主催者から書面による同意があれば、ピットボックス・カメラで撮影された全て

のデータの使用、配布、共有、アップロード、ダウンロードが認められる。 

  

付則 8 － 付則 9 

付則 10 

https://www.tsl-timing.com/Store#!/MYLAPS-Direct-Powered-X2-Racing-Transponder/p/52880022/category=9429027
https://www.tsl-timing.com/Store#!/X2-Driver-ID-Switch/p/113286244/category=9429030
mailto:gethin@tsl-timing.com
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カメラ映像の使用 

カメラの映像は以下の場合に使用しても良い。 

オフィシャルのリクエストによる場合 

大会のオフィシャル 1名は、レース後にあらゆる車両やチームに関する映像を調査のために要求する場

合がある。 この場合、ピットレーン・オフィシャルが映像を回収して、あらゆる規則違反に対する罰則を科

す可能性のある審査委員会に渡すこと。 全ての対象車両は調査下に置かれる。 

 

チームの要求による場合 

ピットレーン・マーシャルから報告があった場合、チームはその報告に異議を唱えて映像の調査を要求し

ても良い。 この場合、ピットレーン・オフィシャルはチェッカーフラグ後に映像を調査する。 映像がピット・

マーシャルの報告と同じだと確認された場合には、追加の罰則が与えられる場合がある。 

重要： 国際モータースポーツ競技規則に基づき、いかなるチームも審査委員会に対して正式な抗議をせ

ずに、特定の車両映像を調査するよう要求することはできない。 

 

認可されたカプラーリスト（第 35.4項）は、常に最新版が有効である。 これはテクニカル・ノートを介してチ

ームに配布され、以下のバージョンを置き換える。 

 

製造者 FIA GT3公認番号 車種 給油カプラー・オス側 

BMW GT3-043 M6 GT3 Krontec RFC-88K-SL 

ベントレー GT3-049 Continental GT3 Staubli SAF 45.1838 

フェラーリ GT3-044 488 GT3 ATL RE-AG-003 

日産 GT3-048 GT-R Nismo GT3 2018 ATL RE-AG-022 

ポルシェ GT3-041 991 GT3-R Krontec RFC-88K-SL 

アキュラ GT3-047 NSX GT3 ATL RE-AG-003 

レクサス GT3-046 RCF GT3 Staubli SAF 45.1838 

マクラーレン GT3-037 650S ATL RE-AG-003 

アストン・マーチン GT3-032 Vantage GT3 ATL RE-153 

ランボルギーニ GT3-040 HURACAN GT3 Krontec RFC-88K-SL 

メルセデス GT3-042 AMG GT GT3 ATL HWA 

アウディ GT3-038 R8 LMS Krontec RFC-88K-SL 

ベントレー GT3-035 Continental GT3 Staubli SAF 45.1838 

日産 GT3-030 GT-R NISMO GT3 ATL RE-AG-022 

マクラーレン GT3-052 720S GT3 Krontec RFC 89K 

アストン・マーチン GT3-051 Vantage AMR GT3 Krontec RFC 89K 

ポルシェ GT3-050 991 GT3-R Krontec RFC 89K 

付則 11 
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Emotagデータロガーに関する製品情報の資料は、本競技規則の不可欠な部分を構成する。 

本書は、GTチャレンジ・アジア ウェブサイトの Teamセクションから入手できる。 

吊り上げ器具 (2016年 1月 1日以降の公認車両用) 

この器具は、公認されたものでなければならない。 ブッシュの取付けは容易でなければならず、取付け位置

には以下のとおりマークされなければならない 

2個のブッシュは (明確かつ明るく、車体色と異なる特有な色の) 5mm幅のリングで、開口部（吊り上げ穴）の

周囲にマークされなければならない。  

 

開口部が横から見えない場合には、横から見えるように（片側に 1つづつ、はっきり見えるように）矢印を付け

なければならない 

開口部は、トラックのデブリが付いて必要な時に吊り上げピンが刺さらない事がないように、カバーがされる。 

カバーのステッカーはピンが簡単に、正しく、完全に挿入できるように付けなければならない。 また、これはグ

ローブを付けたマーシャルが 1人で簡単に取り外せるようにしなければならない。 いかなる類の頑丈なカバ

ーも禁止される。 

カバー用ステッカーには、最低 20x10mmのプルタブが付いていなければならない。 これは車体に接着され

ず、明るい特有の色でなければならない。 

 

付則 12 

付則 13 


