2021 年 12 月 10 日

Ｋ4-ＧＰ 2022 年 FUJI 7 時間耐久 募集要項

◎大会主催者 株式会社ウィンズアゲイン
◎開催日程 ２０２２年１月２３日(日)
◎場

所

◎競技種目

＊当日のタイムスケジュールはウェブサイトをご確認ください

富士スピードウェイ レーシングコース
７時間耐久
＊天候により競技時間が短縮される可能性があります。 ＊スタート時の仮装はありません

◎参加資格

・大会規則を熟知し内容を理解して遵守する方。
・定められたペナルティ、罰則、罰金を素直に受ける方。

◎競技規定

別紙 K4－GP レギュレーション（2021 年 11 月改訂版）参照。

◎参加車両

軽自動車（車両規格が類似する他国のブランド含む）、またはそのエンジンを使
用したエンジン排気量 1200cc 以下の車両。過給器付の場合は係数 1.5 として排
気量換算する。車両規定は K4－GP レギュレーション（2021 年 11 月改訂版）
を参照。
クラス区分
GP-1：AT 車両に限る（トルコン車・ＣＶＴ車等、車体形状は問わない）
GP-2：850 ㏄未満 NA／量産ベースのハコ車に限る
GP-3：NA 換算 850 ㏄以上 過給機付き／量産ベースのハコ車（HV 車両を含む）
GP-4：R 車両 850 ㏄未満
GP-5：R 車両 850 ㏄以上 1200 ㏄以下

◎参加ドライバー
・K4－GP ライセンスを取得している方。
2021 年度ライセンス更新を２０２２年１月６日(木)までに完了していること。

・１車両にドライバーは２名以上登録すること（上限はなし）。
１人が連続して乗車するのは 2 時間 30 分程度を限度とし、 休憩を 60 分以上取れるよう
にして下さい。

・複数のチームにドライバー登録可能。
★ライセンス取得が必要な方は事前の講習会受講で取得する。
12 月 19 日(日)、1 月 10 日(月・祝)に実施します。受講には事前に受講の申
込み（申込書の提出および受講料のお支払い）が必要です。
詳細はウェブサイトをご確認ください。
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◎使用燃料量および給油規則
全クラス共通：75L
義務給油回数：4 回
１回の給油量：1L 以上 20L 以下
※給油規則詳細は別紙「燃料給油規則」参照
◎参加申込方法
ホームページから参加申込書類をダウンロードし必要事項を記入の上、受付期間中に事務局
宛てにメール、ＦＡＸ、郵送のいずれかで送付し、参加費を銀行振込で送金する。振込手数
料はご負担ください。締切り後、受理書と事前にご購入された品物を送付します。
※「参加申込書」
「車両申告書」
「入金内訳書」の到着と「参加費入金」が完了した順にエン
トリー確定となります。
＊ドライバー登録用紙は１月６日(木)までに提出。

◎参加費（１台あたり） １１０,０００円
※競技用燃料代、当日のＦＳＷ入場料は参加費に含まれていません。
＊その他別途必要に応じてかかる費用
・クラス分けステッカー：1 セット（左右各１枚＋クラス数字２枚）2,000 円
・ゼッケンベース大（サイド・ボンネット用）：1 枚 1,800 円
・ゼッケンベース小（リア用）：1 枚 1,600 円
・ゼッケン用数字（大小とも）：数字 1 個につき 1,000 円
※初参加車両にはクラス分けステッカーとゼッケン一式を無料で支給します。
（初参加車両とは新規ゼッケンの割り当てが必要な車両のことです）

・腕ベルト：1 個 1,000 円
・施設破損互助（ガードレール無尽）１人１日 1,000 円 [加入は任意です]
加入するとガードレールの修理請求が発生した際、集まった加入金から修理代が補填されます。

イベント当日にチーム単位で受付け。加入用紙は当日の受付の際お渡しします。

・パドックスイートの抽選で当選したチームは使用料 76,000 円（基本清掃料含む）

◎受付期間

２０２１年１１月２４日(水)～１２月２４日(金)

★ドライバー登録用紙の提出期限＝２０２２年１月６日(木)
1/6 以降も追加・変更は受付けますが、大会プログラムへ氏名掲載はできません。
ライセンス講習受講予定者を登録する際は、ライセンス No.欄に「1／10 受講」のよう
に受講予定日を記入して提出してください。
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【申込書送り先】
〒410-1327 静岡県駿東郡小山町棚頭 773
(株)ウィンズアゲイン Ｋ４-ＧＰ事務局
TEL 080-2660-7994 FAX 0550-78-2618
Mail

contact@k4-gp.com

事務局の年末年始休業について
12 月 28 日〜1 月 5 日は休業いたします。
誠に恐れ入りますがこの期間は郵便物の
投函は避けていただきますようお願い申
し上げます。

【振込口座】静岡銀行 御殿場支店 普通１１６５６５０
株式会社ウィンズアゲイン 〔 ｶ)ｳｲﾝｽﾞｱｹﾞｲﾝ 〕
◎ピットの割り当て
原則としてピットの振り分けは主催者が割り当てたものに従ってください。
※今大会は１コーナー側（３４ＰＩＴ）からエントリー確定順に割り当ての予定。

道具やドライバーの関係で同じピットを希望するチームがある場合は、「同ピット使用申請
書」にて申請してください。
同意の無い一方的な希望によるトラブルを避けるため、申請の際は必ず各チームの了承を得
た上でお申し込みください。
《同ピット申込方法》
「同ピット使用申請書」に、同じピットを使用する全チームのゼッケン番号、チーム名を
記入し１２月２４日（金)までにメールまたはＦＡＸで送付ください。
＊１ピット４〜５台での使用になるため、別のグループや、単独チームが同じピットにな
ることもあります。
＊グループ内でエントリーが一番遅かったチームを基準に割り当てます。

◎パドックスイートのご利用について
数に限りがあるため応募多数の場合は抽選となります。
（参加申込書に応募欄があります）
利用料金：７６,０００円（基本清掃料含む）
応募締切＝１２月２４日(金)
抽選・当選発表＝１２月２７日(月)
＊抽選になった場合、12 月 27 日にエントリーが確定していないチームの応募は抽選から除外いたします。

◎ゼッケン
過去にＫ４－ＧＰに出場しているチームは、その時のゼッケン番号をご記入ください。
初参加チームや新規車輌は希望番号があれば、参加申込書の「連絡事項欄」に第１希望～第
３希望くらいまでをご連絡ください。ご希望がない場合はエントリー締め切り後に割り当て
てお知らせします。
なお、現在２桁の番号の割り当てはできません。希望番号は３桁の数字でお願いします。詳
しくは事務局へお問い合わせください。
＊今大会、新規ゼッケン番号を取得した車両は、ゼッケン一式（ゼッケンベース＋数字のセッ
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ト）とクラス分けステッカー（左右各１枚）を無料でお送りします。
＊過去出場チーム（車両）で、２０１５年のゼッケンの規定改定以降、初めてのエントリーに
なる場合もゼッケン無料配付の対象になります。
（クラス分けステッカーは含みません）
＊一度無料配付を受けたチーム（車両）が新たにゼッケンベース等を必要とする場合は有料
です。

◎無線の使用について
無線を使用する場合は、必ず申込用紙の無線使用の欄の「使用無線種別」をチェックしてく
ださい。
業務用無線を使用される場合は必ずご連絡ください。オフィシャル用の無線との混線を避け
るため主催者からチャンネルを割り当てます。
アマチュア無線を使用する場合は、アマチュア無線の免許を持たないメンバーによる交信は
厳禁です。

◎エントリーのキャンセルについて
エントリーをキャンセルする場合は必ずご連絡ください。
キャンセルにともなう参加料の返金
・１月１７日(月)まで／事務手数料 1,000 円を差し引いて返金。
・１月１８日(火)以降のキャンセルはリタイア扱いとし返金はいたしません。

◎イベント中の富士スピードウェイの入場と駐車場
・冬のＫ４-ＧＰ耐久参加者および観戦者の入場は全て「東ゲート」です。
・参加者、一般観戦者ともに入場料は富士スピードウェイの通常営業日の入場料です。
＊エントリー費に入場料は含まれておりません。

・Ａパドックの入場規制はありません。
ただし積載車は車両積み降しの作業終了後は速やかにＣパドックに移動してもらいます。
【A パドック内の駐車についてのお願い】
なるべく１チーム２〜３台までの駐車としていただき、P１９駐車場などのご利用をお願
いします。
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◎Ｋ4-ＧＰ耐久の取材について
イベントの取材をする際は、主催者と富士スピードウェイに取材申請をしてください。
主催者への申請はホームページから「取材申請書」をダウンロードして必要事項を記入しお
送りください。
駐車証などはＦＳＷの広報から送られます。
イベント当日のプレス受付は、ピットビル２階のメディアセンター・カウンターへお越しく
ださい。

フォトグラファーパス申請の方へ
富士スピードウェイより、2016 年 8 月開催時に、立ち入り禁止エリア（エスケープゾーン）
内で写真撮影を行っている方が発見され、その旨の指摘、連絡を受けました。
非常に危険なエリアであり、富士スピードウェイで開催されるレース、その他イベント時も
取材禁止エリアとされているゾーンです。
フォトグラファーパスの発給を受けた方は、安全が確保されたコースサイドの特定地点で
撮影取材が可能となりますが、通常、トラックサイドパスは、過去取材実績のある方、ある
いは取材媒体（報道目的と判断、確認できる TV、ラジオ、新聞、雑誌媒体など）の承認が
ある方のみに限って発給される方式となっています。
個人目的（ブログや SNS での使用等）の場合は、認められない場合がありますのでご注意
ください。
フォトグラファーパスの発給に関しては、すべて富士スピードウェイの指示、判断に従う形
になりますのでご理解のほどお願い申し上げます。
なお、富士スピードウェイのグリーンパス／グリーンタバードを所有の方は、取材資格に関
して問題はありませんが、取材来訪者の方を把握する必要上、プレス受け付けでの登録をお
願い申し上げます。
富士スピードウェイの取材申請に関しては下記へお問い合わせください。
【富士スピードウェイ 本社事務所 TEL ０５５０－７８－１２３４】
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