
■全日本ダート耐久シリーズ２００９特別規則書 
１ 大会名称  ： 全日本ダート耐久シリーズ２００９ 

２ 開催日   ： 第 1戦   ５月２４日  柏崎 特設コース 

          第 2戦   6 月2１日  J ランド 

          第 3戦   ７月2６日  J ランド 

          第 4戦   9 月2０日  柏崎特設コース 

          第 5戦  10月１１日  J ランド 

          ＊予備日  8 月30日  J ランド 

          ＊予備日使用しない場合はフェスティバルイベント開催予定 

３ 参加費    ： ジムニースポーツクラス  1 台 ３名     ￥２０.０００ 

ライトスポーツ・オープンスポーツ・1台３名  ￥３５.０００  

４ 公式練習   ： 大会前日  １０：００～１６：３０    １台 ￥５.０００ 

５ レース時間  ： ①ジムニースポーツクラス       60 分 X 1 ヒート 

②ライトスポーツ・オープンスポーツクラス60分 X 2 ヒート 

          ＊総合順位はトータル週回数により決定   

６ クラス区分  ： ① ジムニースポーツ クラス       

＊（普通車・ナンバーなし車両含むジムニーALL） 

           ②ライトスポーツクラス  １０００ｃｃ～１６００ｃｃ   

           ③オープンスポーツ    １６０１ｃｃ～ 

＊（ナンバー無しバギープロト含む）  

７ 賞典     ：  各クラス1位～3位 トロフィー 

            （ポイント制による年間シリーズ賞あり） 

８ タイムスケジュール 

      ８：００ 受付 ・車検 

      ９：００ ドライバーズミーティング 

     １０：００ ジムニースポーツクラス             60 分 

     １１：００ ゴール 

     １１：３０ ライトスポーツ・オープンスポーツクラス  ヒート1 ６０分       

     １２：３０ ゴール 

     １３：００ ライトスポーツ・オープンスポーツクラス  ヒート2 ６０分 

     １４：００ ゴール  

     １４：３０ 表彰式  

９  参加受付期間 ：各開催日5日前まで必着。 

１０ 保険について ：エントラントは自己責任において有効な保険に加入していること。  

１１ 参加申し込み ： ①事務局宛て FAX送付 ０２６－２７３－４１８８ 



            ②参加料指定口座振り込み  八十二銀行 屋代支店  

普通 ２０５５４５  

ナガノ オートスポーツクラブ 

          ＊ 現金書留の場合    申込書＋参加料  事務局宛 送付       

１２ 問い合わせ ：  NASC Sandworks project 

            〒３８７－０００１ 

            千曲市雨宮１５３１－１ 

            TEL/FAX ：  ０２６－２７３－４１８８ 

            担当 ： 中島 ０９０－３３３２－４６１６  

 

■２００９年シリーズ車両規定 

１ 安全義務規定 Ａ  

１－１ ワンタッチ式4点式以上のハーネスタイプシートベルトの取り付け義務。 

１－２ ロールケージの取り付け義務（JAF、安全規定に準ずる） 

１－３ マッドフラップの取り付け義務最低地上高１０ｃｍ以下にする（駆動輪に取付け

る事、但しバギー、プロトクラスは不要） 

１－４ ドライバーの服装は長袖、長ズボン（レーシングスーツ）グローブを装着のこと。 

１－５ ドライバーは「HANS・ハンスデバイス」装着が望ましい。 

＊ 「20°Model ヘルメットクリップ付スライディングテザータイプ」を推奨 

＊ フルキット￥１６５.０００  （納期2週間） 

１－６ 救急セットは各ピットで用意しておくこと。 

 

２ 車両改造規定 Ｂ 

 エンジンについて 

２－１ エンジン   

車両と同一製造者の生産エンジンで有れば排気量の大小及び加給置の有無に拘わら

ず別車種エンジンに変更し搭載することができる。 

２－２ エンジンの取り付け位置と取り付けについて 

   車両に対する当初のエンジン搭載方向が保持されていれば、マウントを含み次 

の通り自由とする。 

   ①別車種のエンジンを搭載する場合当該エンジンを搭載することとなる車両が当    

   初搭載していたエンジンの方向（縦置き、横置き等）が保持されていればエンジン

ルーム内で自由に位置することができ、これに伴うマウントの位置変更が自由にで



きる。 

２－３ 気筒容積  気筒容積の変更は搭載しているエンジンが所属する気筒容積 

          別のクラス限度まで許される。 

２－４ 市販車のシリンダーヘッド及びブロックを使用すれば改造は自由 

２－３ 潤滑系統 

    自由  ただしオイルクーラーは車両から著しく突出してはいけない。 

３ サスペンション について 

３－１ スプリング及びショックアブソーバーについて 

    ベース車両と同一型式を保持することができれば改造は自由 

  （同一型式とはリジット、Wウイッシュボーン、ストラット、マルチリンクとし、スプリングの形式は問わない） 

３－２ スタビライザー 

    自由 

３－３ ホイール、及びタイヤ 

    ホイールスペーサーを含み自由。ただしタイヤは地表以外の他の部分と接触して

はならない。 

３－４ ブレーキシステム 

    自由 ただし左右同時且つ確実に作動しなければならない。 

３－５ ペダル類 

    安全性、操作性を向上させる目的でペダルを変更することは許される。 

４ 車体 について  

４－１ バンパー 

    スポイラー一体型の物も含め取替え自由とする。 

４－２ ボンネット、フェンダー、トランクリッド（リヤゲート、含む） 

    ボンネット及びトランクは、材質変更及び加工を行うことができる。 

４－３ ライト類 

    自由   

４－４ 空力装置 （エアスポイラー） 

    フロント、リアスポイラー、サイドスカート、リアスカートの部品を新たに装 

着交換することができる。 

４－５ 室外ミラー   

    室内、又は車外に最低１個以上取り付けを義務付ける。   

４－６ 牽引ブラケット 

    車両の前後に牽引用穴あきブラケットを備えること。 

    最小内径：５０ｍｍ  鉄製丸棒の場合最小直径１０ｍｍ以上のものを使用する 

    黄色、オレンジ色、赤色どれかの色に塗装されていること。  

５  車体内部 について 



５－１ フロントウインドーニついては、任意とする但し、ドライバー側のウインドウが

未装着の場合にはセーフティネットを義務付ける。 

５－２ フロントウインドーがない場合にはフルフェイス又はフェイスガード付ヘルメッ

トを装着のこと。 

５－３ 座席 

シート及びシートレールの変更及び助手席、後部座席の取り外しは許可される。

シートを変更した場合取り付け部分等の強度は当初の物と同等以上であること。 

５－４ 車体の補強 

    安全を目的とした車両補強は可能である。 

６  クラス区分 

① ジムニースポーツ クラス 

＊ 市販車シルエットを残し下記の改造を認める。 

安全規定Ａ  車両規定Ｂ を適用する。 

② ライトスポーツクラス（Kバギー・ナンバー無し含む） 

＊ 安全義務規定A  車両規定Ｂ を適用する。   

③ オープンスポーツクラス  （ナンバー無し含む） 

＊ 安全義務規定A 車両規定Ｂ を適用する。 

＊ 安全義務規定Aを適用する。 

７  競技規定             

７－０ オフィシャル周回数に関してのクレームは一切受け付けないものとする。 

７－１ レースのスタートはシグナルスタート・又はフラッグスタートとする。 
７－２ スターティンググリッドはオフィシャルによって決められる。 

７－３ 各ポストはイエロー、グリーンのフラッグによりコントロールされる。 

７－４ レース中のメインコントロールはスタート地点シグナルorフラッグを基準とする。 

７－５ ドライバーの服装は長袖、長ズボン（レーシングスーツ）グローブを装着のこと。 

７－６ ゼッケンは主催者より受付時にレンタルされる。 

      ＊ゼッケン固定用のガムテープは各自が用意すること。 

＊レース終了後ゼッケンは主催者に返却すること。 

      ＊返却されない場合は￥５０００を支払うこと。 

７－８ 競技中のレース中継はミニ FM局によって常時配信されている。 

８ シリーズポイント 

８－１ シリーズポイントを書く戦ごとに与える。 

８－２ ポイント １位１０点 ２位９点 ３位４点 ４位３点 ５位２点 ６位１点  

８－３ ポイント有効参加回数  最低参加 ３戦以上の有効ポイントとする。 

８－４ ２００８年度規定同様、両ヒートゴールを切ったドライバーにポイントが与えら

れる。 



９賞典      

９－１ 各戦   １位～３位    トロフィー 

９－２ シリーズ表彰 １～３位シリーズ認定証    

ジムニークラス    1 位  賞金     ￥８０.０００ 

           ライトスポーツクラス 1位  賞金    ￥１００.０００     

           オープンスポーツクラス1位 賞金     ￥１００.０００ 

 

＊シリーズ各クラス３台以上参加が有り、全５戦のレースが成立した場合に与えられる。 


