2022 年 6 月 7 日

Ｋ4-ＧＰ 2022 年 FUJI10 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８月１５日(月)・１６日(火)

◎場

富士スピードウェイ レーシングコース

所

◎競技種目

＊タイムスケジュールはＨＰをご確認ください

１０時間耐久
＊10 時間耐久は過去に K4－GP 耐久に出場したことのあるチームのみエントリー可能。
ドライバー全員初参加になる場合、出場の記録があるチームも初参加扱いとします。

◎募集台数

１３０台

◎競技規定

別紙 K4－GP レギュレーション参照。

◎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、別紙 K4－GP レギュレーション参照。
クラス区分（詳しい分類はレギュレーションをご確認ください）
GP-1-N：AT の NA
GP-1-T：AT のターボ
GP-2-F：新規格で NA＆MT、900cc 未満
GP-2 ：旧規格で NA＆MT、900cc 未満
GP-3-F：新規格で過給機付き、900cc 以上 1,200cc 以下
GP-3 ：旧規格で過給機付き、900cc 以上 1,200cc 以下
GP-4 ：R 車両で 900cc 未満
GP-5 ：R 車両で 900cc 以上 1,200cc 以下

◎ドライバー

有効な「K4－GP ライセンス」または「FISCO ライセンス」を取得保持し
ている方。
１車両にドライバーは２名以上登録する（上限なし）。
１人が連続乗車するのは 2 時間 30 分程度を限度とし、 休憩を 60 分以上取るようにする。

複数のチームにドライバー登録可能。
★K4-GP ライセンス取得は事前の講習会を受講してください。
［6 月 11 日(土)、7 月 11 日(月)に実施。別途受講申込みが必要です］
◎使用燃料量（10 時間耐久） 1 回の給油量は 1ℓ以上 20ℓ以下、義務給油回数全クラス 5 回
GP-1-N

90ℓ

GP-2-F

85ℓ

GP-3-F

90ℓ

GP-4

80ℓ

GP-1-T

95ℓ

GP-2

80ℓ

GP-3

85ℓ

GP-5

85ℓ
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◎参加申込方法
ウェブサイト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、参加費を指定の口座へ振込む。（送金に
かかる手数料はご負担願います）締切り後、事務局より受理書等を郵送します。
※「参加申込書」
「入金内訳書」の到着と「参加費の入金」を確認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後からでも可。7 月 8 日(金)までに提出。

◎参加費（１台あたり） ２２０,０００円
※競技用燃料代は参加費に含まれていません。
※5 名分の入場券が含まれます（8/15・8/16 の 2 日間有効）＊受理書と一緒に郵送
＊その他別途必要に応じてかかる費用
・８月１５日練習走行：1 時間・1 台 18,000 円（@1 時間×3 枠を予定）
・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。加入用紙は当日の参加確認の際お渡しします。

・パドックスイートの抽選で当選したチームは使用料 77,000 円（基本清掃料含む）
＊ゼッケンおよびフェンダーステッカーは全車無料支給。（価格未定）
◎受付期間
GP4、GP-5 優先受付期間 ２０２２年６月６日(月)～６月１２日(日)
全クラス受付期間

２０２２年６月１３日(月)～７月８日(金)（必着）

【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 行
FAX：0550-78-2618
Mail contact@k4-gp.com
【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)ｳｨﾝｽﾞｱｹﾞｲﾝ

〕

＊振込口座の間違いにご注意ください!!
旧運営会社「K4GP プランニング」の口座に振り込まないようにご注意ください。
誤って入金されてご連絡いただいても現事務局では返金等の手続きはできません。
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◎ピットの割り当て
ピットは原則として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）からエントリー順に割り当ての予定。

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 7 月 8 日(金)までに、事務局にＦＡＸ、メールなどで送付してください。
＊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確定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利用希望から抽選となります。
（参加申込書に応募欄があります）
利用料金：７７,０００円（基本清掃料含む）
応募締切＝7 月８日(金)
当選発表＝７月１２日(火)
◎ゼッケン
過去にＫ４－ＧＰに出場しているチームは、その際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。申込書到着後、可否をお知らせします。ご希望がない
場合は締め切り後に割り当ててお知らせします。
２桁の番号は不可。希望番号は３桁の数字のみといたします。
＊今大会はゼッケン一式（ゼッケンベース＋数字のセット）とフェンダーステッカー（左右各
１枚）を無料支給します。
◎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
・７月３０日(土)までのご連絡／
事務手数料 1,000 円を差し引いて返金。
・７月３１日(日)～８月７日(日)までのご連絡／
キャンセル料（事務手数料含む）を差し引いて返金。キャンセル料：20,000 円
・８月８日(月)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。
＊キャンセルのご連絡について
日曜日や 18:00 時以降はお電話によるご連絡は受けられないため、
メールでご連絡ください。
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◎富士スピードウェイの入場と駐車場
・8 月 15 日は「東ゲート」
。
・8 月 16 日は「西ゲート」
（Ｋ４-ＧＰ参加者および観戦者の入場すべて）
参加者、一般観戦者ともに入場料は 1 人 1,000 円。
・Ａパドックの車両入場規制はありません（変更になる可能性があります）
。
積載車は車両積み下ろし作業終了後、速やかにＣパドックに移動してください。
・一般観戦者はＰ１９駐車場などをご利用ください。

◎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る場合があります。
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。

◎Ｋ4-ＧＰ耐久の取材について
K4-GP の取材をする際は、富士スピードウェイに取材申請をしてください。
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・カウンターへお願しま
す。

◎取材申請について
取材申請ですが、申請先は「富士スピードウェイ」のみとさせていただき、本大会事務局
では受け付けられませんので、よろしくご理解下さるようお願い申し上げます。
ご存じのとおり、2020 年初頭より、我々の社会生活に大きな影響、制約を及ぼしてきた
コロナウイルスの蔓延に伴う感染防止対策のため、およびサーキット取材での安全確保のた
めで、メディアパスの発給は、コース保有者である富士スピードウェイの規定、基準、判断
に従うものとします。
すでに富士スピードウェイの年間取材パスを所有される方も、取材申請が必要となります。
よろしく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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