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■はじめに ～二次予選会場・日程のご確認 

「レースチャレンジ」クラス／カート種目の二次予選は、エリアごとに開催いたします。代表になられた一次予選会

場がどのエリアに属するかを再度ご確認ください。二次予選会場、日程をお間違えのないようお願いします 

エリア 一次予選会場名 所在地 二次予選会場・日程 

北海道 新千歳モーターランド 北海道 8月 4日（日） 

新千歳モーターランド（北海道） 

http://ncml.jp/ 

東日本 アトムサーキット 宮城県 

8月 18日（日） 

茂原ツインサーキット 

（千葉県） 

http://www.mobara-tc.com/ 

フォーミュランド･ラー飯能 埼玉県 

ハーバーサーキット 千葉県 

ネオ・スピードパーク 千葉県 

茂原ツインサーキット 千葉県 

F.ドリーム平塚 神奈川県 

スピードパーク新潟 新潟県 

中部 スンプマリーナカーティング 静岡県 

8月 11日（日） 

幸田サーキット yrp桐山 

（愛知県） 

http://www.yrp-net.com/ 

美浜サーキット・クニモト 愛知県 

幸田サーキット yrp桐山 愛知県 

琵琶湖スポーツランド 滋賀県 

神戸スポーツサーキット 兵庫県 

G-7 土山サーキット 兵庫県 

キャピタルスポーツランド 兵庫県 

西日本 岡山国際サーキット 岡山県 

8月 25日（日） 

ナチュラサーキット 

（山口県） 

http://natura-c.com/ 

ナチュラサーキット 山口県 

カートランド四国 香川県 

北九州カートウェイ 福岡県 

モーターレーシングストア Star5 兵庫県 

FALCO 三重県 

沖縄 ククル読谷サーキット 沖縄県 ※調整中 

ククル読谷サーキット（沖縄県） 

http://kkr.scuderia-okinawa.com/ 

※「レースチャレンジ」クラス／カート種目の二次予選は、エリアごとに開催し、ファイナル進出者を決定します（各エリア 4枠） 

※北海道と沖縄は特別枠として、ファイナル進出者を決定します（各 1枠） 
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■二次予選 実施概要 ※北海道・沖縄エリアを除く 

 一次予選敗者復活戦 二次予選 

集合時間 午前 7時 20分 

※受付は 7時 30分から行います。7 時 50

分迄に受付を済ませるようお願いします。時間厳

守。遅れた場合は棄権扱いとします 

午前 9時 30分 

※受付は 9時 40 分から行います。10時

00分迄に受付を済ませるようお願いします。時

間厳守。遅れた場合は棄権扱いとします 

終了時間 午後 4時 00分（予定） 

※天候、その他の理由により、スケジュールが変更になる場合がございます、あらかじめご了承ください 

エントリー代 2,000円 

※勝者には大会オリジナル T シャツを贈呈 

2,000円 

※敗者復活戦を勝ち抜いた方も同様 

持ち物 ① 運転免許証 

② エントリー代 ※お釣りのないようお願いいたします 

③ 承諾書 ※当案内最終頁参照 

④ カート乗車に必要な装備品 ※次項参照 

⑤ 大会オリジナル Tシャツ ※着用して受付（一次予選敗者復活戦参加者は除く） 

カート乗車に 

必要な装備品 

① フルフェイスヘルメット（バイザー付き） 

② レーシングスーツ  ※ツナギや運動のしやすい長袖、長ズボンでも可 

※機能性アンダーウェア・タイツのみでの走行は不可 

③ レーシンググローブ ※滑り止め付き軍手でも可 

④ レーシングシューズ ※スニーカーでも可 

タイム 

スケジュール 

別項参照 

※天候、その他の理由により、スケジュールが変更になる場合がございます、あらかじめご了承ください 

選抜方法 A、B、C、W各クラスのトップタイムを記録し

た選手が二次予選へ進出（4名） 

A、B、C、W各クラスで予選・決勝レースを

行い、1位の選手がファイナルに進出（4

名） 

注意点 ① あらためて参加条件をご確認ください。参加条件を満たしていない場合は、代表となった

施設に連絡をお願いします 

② レースチャレンジクラスとピッタリチャレンジクラス両方にエントリーすることは可能ですが、同

一クラスにおいて複数の施設で代表になることはできません 

③ 運転免許証、エントリー代、承諾書、大会オリジナル T シャツ、装備品等、忘れ物の

ないようお願いします 

④ 天候、その他の理由により、競技方式・ルール、進行が変更になる場合がございます、

あらかじめご了承ください 

⑤ 二次予選開催期間内において発生した一切の事故や怪我・病気などの責任を負い

かねますことをあらかじめご了承ください。参加者の方々については、自己責任におい

て保険への加入を行ってください（大会としての保険加入はございません） 
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参加条件 

（レースチャレン

ジクラス） 

① 普通自動車免許を保有していること（2019年 8月 1日時点） 

② 年齢 18歳以上であること（同上） 

③ 身長 150cm以上であること（同上） 

④ 体重 50kg以上（装備品込み）であること（女性は除く） 

⑤ プロ以外の方（自己申告） 

⑥ 二次予選参加にあたり当案内最終頁「承諾書」に同意いただけること 

※未成年の方は親権者の署名も必要となります 

⑦ レースチャレンジクラス/ファイナルで優勝・女性最上位となった場合、賞典のスポット参戦

する意思があること。また参戦前に「TGR Driving experience」を受講できること 

※参戦前にスキルチェック（見極め）があり、要件に満たない場合は参戦できない場合あり

ます。また、参戦にかかる費用は大会と参戦者双方で負担することになります 

 

■タイムスケジュール（予定） ※北海道・沖縄エリアを除く 

時間 一次予選敗者復活戦 参加者 二次予選 参加者 

7:30 受付・体重計測（～7:50） 

 ※エントリー代、承諾書を持参ください 

 

8:00 ブリーフィング 

 ※走行準備をして集合ください 

 

8:30 練習走行 ※クラス別  

9:15 タイムアタック（スーパーポール方式）  

9:40  受付・体重計測（～10:00） 

 ※エントリー代、承諾書を持参ください 

10:15 敗者復活者 4名 決定 

 ※大会オリジナル T シャツ贈呈 

 

10:20 集合写真の撮影（全員）  ※大会オリジナル T シャツを着用してお集まりください 

10:30  ブリーフィング 

 ※走行準備をして集合ください 

11:10  練習 兼 タイムトライアル（TT） ※クラス別 

12:00  決勝レース① ※クラス別 

12:50  昼休憩 

14:00  決勝レース② ※クラス別 

15:00 表彰式・じゃんけん大会  ※終了後、ファイナリスト採寸。16:30 ゲートクローズ予定 

※天候、その他の理由により、競技方式・ルール、進行が変更になる場合がございます、あらかじめご了承ください 
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■ルール（抜粋） ※北海道・沖縄エリアを除く 

※詳細は当日ブリーフィングで説明いたします。事前の質問はご遠慮ください 

 

（クラス分け・ファイナリスト決定方法） 

・男性参加者は受付時に体重計測を行いますが、原則、一次予選を通過したグループ（A/B/C）で二次予選

に参加していだきます。ただしグループの規定体重枠を超え、著しく体重が軽い場合は、グループを変更する場合も

ございます。健康に留意し、無理な減量等は行わないようお願いいたします 

・ファイナル進出枠は各グループ（A/B/C/W）1名とし、各エリア 4名が 12月に開催予定のファイナルへ進出し

て頂きます（北海道・沖縄エリアは 1名ずつファイナルへ進出） 

 
グループ Aグループ Bグループ Cグループ Wグループ 

体重・性別 50kg以上 60kg未満の男性 60kg以上 70kg未満の男性 70kg以上の男性 体重制限なし。女性 

ファイナル枠 1人 1人 1人 1人 

※上記体重には装備品（レーシングスーツ、ヘルメット、グローブ、シューズ）が含まれます。ただし、チェストプロテクターは計測に含まれません。 

 

（一次予選敗者復活戦） 

・練習走行とタイムアタックは別の車両を用いて行います。練習走行では、ピットレーンに並んだ車両に順々に乗車

してください 

・練習走行終了後、くじ引きでタイムアタックの出走順を決定します。出走順に沿って、タイムアタックで使用する車

両（3-4台使用）に乗車ください 

・タイムアタックは 1台ずつ 1周計測のスーパーポール方式で行います（3-4台 1 グループ） 

 

（二次予選） 

・練習 兼 タイムトライアル（TT）、決勝レース①、決勝レース②で乗車するカートは原則変わります 

・練習 兼 タイムトライアル（TT）前に車両抽選を行い、乗車車両を決定します 

・決勝レース①はゼッケン順にグリッド上に並べられた車両へ、TTの順位に沿って乗車ください 

・決勝レース②はゼッケン順にグリッド上に並べられた車両へ、レース①の順位の後ろの選手から順に乗車ください

（レース①1位の選手が最後尾スタートとなります。リバースグリッド） 

・練習兼タイムトライアルは各クラス 10分、決勝レースは①②とも各クラス 7周で行います 

・各レースの順位をポイントとして付与し、2 レースでの獲得ポイントが最も少ない選手を優勝（ファイナル進出

者）とします。もしも同点の場合は、タイムトライアルの順位が上位の参加者を優勝者とします 

 

本件に関するお問い合わせ先 

DUAL ATTACK 大会事務局（株式会社 新創社内）担当：寺西・大木 

TEL：075-257-2001 E-mail：office@dualattack.com 

オフィシャルWEB：http://dualattack.com/ 

オフィシャル Facebook: https://www.facebook.com/dualattack2019/ 
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