
 

 

 

 

２０２０ ＦＯＲＭＵＬＡ ＲＥＧＩＯＮＡＬ選手権 

第１１戦／第１２戦 

 

ＪＡＦ地方選手権Ｓ－ＦＪ岡山シリーズ第６戦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大会公示 
本競技会は、日本自動車連盟（ＪＡＦ）の公認のもと、ＦＩＡ国

際モータースポーツ競技規則に準拠したＪＡＦ国内競技規則とその
細則、および本特別規則に従って準国内格式として開催される。な
お、本特別規則には以下の各規則が含まれる。 
・２０２０ 岡山国際サーキット・４輪一般競技規則 
・２０２０ ＯＫＡＹＡＭＡチャレンジカップレース特別規則 
・２０２０ ＦＯＲＭＵＬＡ ＲＥＧＩＯＮＡＬ選手権統一規則 
 
第１条 競技会の名称 

ピレリ スーパー耐久シリーズ 2020第３戦 
「スーパー耐久レース ｉｎ 岡山」 
2020 FORMULA REGIONAL選手権 第１１戦・第１２戦 
ＪＡＦ地方選手権Ｓ－ＦＪ岡山シリーズ第６戦 

 
第２条 オーガナイザーの名称 

株式会社岡山国際サーキット 
アイダクラブ（ＡＣ） 

 
第３条 大会組織委員会 

組織委員長 杉浦 隆浩 
組織委員 秋山 雄亮 
組織委員 土井  誠 
その他の組織委員は公式プログラムに示す。 

 
第４条 開催場所 

岡山国際サーキット（３,７０３ｍ／１周） 
岡山県美作市滝宮１２１０ 
TEL:0868-74-3311  FAX:0868-74-2600 

 
第５条 開催日程 

１０月３１日（土） 
ＦＯＲＭＵＬＡ ＲＥＧＩＯＮＡＬ公式予選 
１１月 １日（日） 
ＦＯＲＭＵＬＡ ＲＥＧＩＯＮＡＬ選手権 第１１戦/第１２戦決勝レース 
Ｓ－ＦＪ岡山シリーズ第６戦 公式予選／決勝レース 

 
第６条 参加申し込み 
１．参加申し込み 

①ＦＯＲＭＵＬＡ ＲＥＧＩＯＮＡＬ 
２０２０ ＦＯＲＭＵＬＡ ＲＥＧＩＯＮＡＬ選手権統一規
則に準ずる。 

②Ｓ－ＦＪ 
２０２０ ＯＫＡＹＡＭＡチャレンジカップレース特別規則
に準ずる。 

２．保険料（１名／１口１００万円付保につき） 
ドライバーは９００万円以上、ピット要員は４００万円以上の
傷害保険に加入していなければならない。 

３．参加者・ドライバーの参加資格 
①参加者 
参加者は、競技会期間中有効なＪＡＦ競技参加許可証を有す
る者でなければならない。ただし、ドライバーが兼任する場
合は、その限りではない。（限定国内Ａライセンスは兼任不可） 

 

②ドライバー 
１）ＦＯＲＭＵＬＡ ＲＥＧＩＯＮＡＬ 

２０２０ ＦＯＲＭＵＬＡ ＲＥＧＩＯＮＡＬ選手権統
一規則に準ずる。 

２）Ｓ－ＦＪ 
２０２０ ＯＫＡＹＡＭＡチャレンジカップレース特別
規則に準ずる。 

４．参加受理と不受理 
・参加申込者に対しては、締め切り後に競技会事務局より参加
受理または不受理が通知される。 

・参加が受理された後に参加を取り消した参加者には参加料は
返還されない。 

 
第７条 ピット要員 

本大会に参加の許されるピット要員はエントラントにより指名
登録され、保険手続きを完了し主催者に受理されたものに限る。 

 
第８条 参加車両 
１．ＦＯＲＭＵＬＡ ＲＥＧＩＯＮＡＬ 

２０２０ ＦＯＲＭＵＬＡ ＲＥＧＩＯＮＡＬ選手権統一規則
に準ずる。 

２．Ｓ－ＦＪ 
２０２０年ＪＡＦ国内競技車両規則及び２０２０ ＯＫＡＹＡ
ＭＡチャレンジカップレース特別競技車両規則に準ずる。 

 
第９条 使用燃料 

１．本大会で使用できる燃料は、岡山国際サーキットＢパドッ
ク内ガソリンスタンドで販売される下記のガソリンが指定され
る。 

商 品 名 出光スーパーゼアス 
密  度（１５℃）g/㎝3 ０.７３３７ 
銅版腐食50℃,3Hr １ 
実在ガム mg/100ml １以下 
蒸気圧(３７．８℃)kpa ６４.０ 
オクタン価（リサーチ法） １００ 
ベンゼン 容量％. １以下 
ＭＴＢＥ 容量％l. ０.１以下 
灯油分  容量％ 含まない 
メタノール容量％ 含まない 
エタノール容量％ ０.１ 
酸素分  質量％ １.１ 
硫黄分  質量％ ０.０００２ 
鉛 分  ｇ/ｌ 含まない 
酸化安定度分 ４８０以上 
分留性状℃ １０％ ５２.５ 
分留性状℃ ５０％ ９１.５ 
分留性状℃ ９０％ １５０.０ 
分留性状℃ 終点 １７９.５ 
残油量   容量％ １.０ 
色 オレンジ系色 

２．ピット内での燃料貯蔵は、燃料貯蔵用の耐圧牲金属容器を
用い、最大１００リットルまでとする。 

【オーガナイザー】
株式会社岡山国際サーキット
アイダクラブ（ＡＣ）

■ ２０２０ ＦＯＲＭＵＬＡ ＲＥＧＩＯＮＡＬ選手権
第１１戦／第１２戦

■ ＪＡＦ地方選手権Ｓ－ＦＪ岡山シリーズ第６戦



第10条 レース周回数・最大決勝出場台数 
 最大決勝

出場台数 
周回数/レース時間 

Ｆ Ｒ 
第１１戦 ４０台 １７周／３０分 

第１２戦 ４０台 ２０周／３５分 

Ｓ－ＦＪ 第６戦 ４０台 １２周(44.436km) 

 
第11条 公式車両検査 

日時・場所は公式通知に示す。 
 

第12条 メディカルチェック 
競技長あるいは大会医師によりメディカルチェックの指示があ
った場合は、その指示に従うこと。 

 
第13条 ドライバーズブリーフィング 

レースに出走する全てのドライバーは、必ずドライバーズブリ
ーフィングに出席しなければならない。遅刻・欠席した場合は
罰則の対象となる。定刻に出席しなかったドライバーは再ブリ
ーフィングを受けなければならない。 
・日時・実施方法は」公式通知に示す。 

１．ＦＯＲＭＵＬＡ ＲＥＧＩＯＮＡＬ 
再ブリーフィング手数料・・１１，０００円（税込） 

２．Ｓ－ＦＪ 
ＯＫＡＹＡＭＡチャレンジカップレース特別規則書に準ずる。 

 
第14条 登録の変更 
１．ＦＯＲＭＵＬＡ ＲＥＧＩＯＮＡＬ 

ドライバー変更料・・・・１１,０００円（税込） 
車両変更料・・・・・・・１１,０００円（税込） 

２．Ｓ－ＦＪ 
ＯＫＡＹＡＭＡチャレンジカップレース特別規則書に準ずる。 

 
第15条 公式通知掲示場所 

ＷＥＢ形式での公式通知掲示板とする。 
 
第16条 赤旗によるレース中断時の停車位置（赤旗ライン） 

・コース上赤旗ライン：コントロールライン手前メインストレ
ート上 

・ピットレーン上赤旗ライン：１８番ピット前ピットレーン上 
なお、公式予選時は各自ピットとする。 

 
第17条 公式予選 

ＦＯＲＭＵＬＡ ＲＥＧＩＯＮＡＬの公式予選は１５分間２回
で実施する。Ｓ－ＦＪの公式予選は１５分間１回で実施する。 

 
第18条 グリッドの決定 
１．ＦＯＲＭＵＬＡ ＲＥＧＩＯＮＡＬ 

決勝レーススターティンググリッドは２０２０ ＦＯＲＭＵ
ＬＡ ＲＥＧＩＯＮＡＬ選手権統一規則に基づき決定される。 

２．Ｓ－ＦＪ 
決勝レーススターティンググリッド２０２０ ＯＫＡＹＡＭＡ
チャレンジカップレース特別規則に基づき決定される。 

 
 

第19条 決勝レース詳細、レース中断および再スタート 
１．ＦＯＲＭＵＬＡ ＲＥＧＩＯＮＡＬ 

２０２０ ＦＯＲＭＵＬＡ ＲＥＧＩＯＮＡＬ統一規則則に従
うものとする。 

２．Ｓ－ＦＪ 
２０２０ ＯＫＡＹＡＭＡチャレンジカップレース特別規則に
準ずる。 

 
第20条 ピットレーンの速度制限 
１．ＦＯＲＭＵＬＡ ＲＥＧＩＯＮＡＬ：５０km/h以下 
２．Ｓ－ＦＪ：６０km/h以下 
 
第21条 パークフェルメ（車両保管場所） 

公式通知に示す。 
 
第22条 順位認定 
１．ＦＯＲＭＵＬＡ ＲＥＧＩＯＮＡＬ 

２０２０ ＦＯＲＭＵＬＡ ＲＥＧＩＯＮＡＬ統一規則則第
３６条に従うものとする。 

２．Ｓ－ＦＪ 
２０２０ ＯＫＡＹＡＭＡチャレンジカップレース特別規則第
９章第３６条に従うものとする。 

 
第23条 暫定表彰 

レース終了後、各クラス上位３名のドライバーの暫定表彰をコ
ントロールタワー２Ｆ横ウィナーズサークルで行う。暫定表彰
を拒否したドライバーは賞典を放棄したものとみなされる。 

 
第24条 イベントの延期、取り止め、成立 
１．不可抗力による特別に事情が生じた場合、競技会審査委員会の

決定によって、イベントを延期または取り止めることがある。 
２．競技会が延期、取り止めとなった場合でも、各レース区分ごと

にレース完了を以て、それぞれが成立したものとされる。 
 
第25条 トランスポンダー（自動計測装置）の装着 

出走する全参加車両は、予選・決勝レースを通して、オーガナ
イザーが貸し出すトランスポンダー（自動計測装置）を取り付
けなければならない。取付を拒否した車両は出走出来ない。ト
ランスポンダーの配布場所・時間は公式通知にしめされる。ま
た、返却は各レース終了後速やかに大会事務局へ返却すること。
（予選不通過車両は当該予選終了後速やかに返却のこと。） 

 
第26条 得点、賞典およびその制限 
１．得点 

各事務局発行のシリーズ規則書に準ずる。 
２．賞典の詳細は公式プログラムもしくは公式通知に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 

第27条 競技役員 
審査委員会 古河 宏（ＦＲＳ審査委員長） 
 藤永 雅雄（Ｓ－ＦＪ審査委員長） 
 藤田 直廣 
 
競技長 前澤 伊織 
副競技長 臼杵 正弘 
 河股 俊治 
事務局長 数山 真也 
コース委員長 田口 智弘 
技術委員長 耕谷 真也 
計時委員長 寺尾 茂己 
救急委員長 森山  賢 
医師団長 荻野 隆光 
広報委員長 畑  義継 
 

【ＦＲＳ派遣役員】 
審査委員長  古河 宏 
レースディレクション（全般） 高谷 克実 
レースディレクション（スポーティング） 宮沢 紀夫 
レースディレクション（テクニカル） 堀  拓也 
ドライビングアドバイザー 加藤 寛規 
ＦＲＳ事務局 安井 一秀 

 
・その他の競技役員は公式プログラムもしくは公式通知に示す。 

 
第28条 審判員 

２０２０年ＪＡＦ国内競技規則１０－２０の審判員の判定事項
は次の通りとする。 

１．審判員（走路） 
・ＦＩＡ国際モータースポーツ競技規則付則Ｈ項に関する判定。 
・ＦＩＡ国際モータースポーツ競技規則付則Ｌ項第４章に関す
る判定。 

・２０２０岡山国際サーキット・４輪一般競技規則 第４章 安
全規定に関する判定。 

２．スタート審判員 
・２０２０岡山国際サーキット・４輪一般競技規則 第７章 第
３０条スタートに関する判定。 

３．審判員（ピット） 
・２０２０岡山国際サーキット・４輪一般競技規則 第８章 に
関する判定。 

 
なお、上記１．～３．の判定事項に関しては、ＪＡＦ国内競技
規則１０－２１に従い抗議は認められない。 

 
第29条 その他の競技細則および本規則の施行 
その他の競技細則は、「２０２０ ＦＯＲＭＵＬＡ ＲＥＧＩＯＮ
ＡＬ選手権統一規則」、「２０２０ 岡山国際サーキット・４輪一
般競技規則」、「２０２０ ＯＫＡＹＡＭＡチャレンジカップレー
ス特別規則」および各事務局発行のシリーズ統一規則に準ずる。
また、本特別規則は競技会の参加申し込みと同時に有効となる。 
 

以上 
大会組織委員会 


