公式通知 No.1
No.

2021 年 5 月 5 日 タイムスケジュール
イベント（カテゴリー）

1

JAF 筑波サーキットトライアル選手権 ＜A 組 1 本目 15 分＞

2

JAF 筑波サーキットトライアル選手権 ＜B 組 1 本目 15 分＞

3

JAF 筑波スーパーFJ 選手権 ＜予選 20 分＞

4

ロードスター・パーティレースⅢ 東日本シリーズ（ND-S） ＜予選 15 分＞

5

ロードスター・パーティレースⅢ 東日本シリーズ（NC-S） ＜予選 15 分＞

6

ロードスター・パーティレースⅢ 東日本シリーズ（ND-C） ＜予選 15 分＞

7

フェラーリ・カップ ＜キャブレーション 20 分＞

8

ヒストリックカー・サーキットラン ＜慣熟 1 周→計測 20 分＞

9

グループロータスジャパン ＜計測 20 分＞

参加受付

06:00～06:30
06:30～06:50
07:00～07:40

車検・出走前点検
○：車検場
□：待機場所
□：06:30～06:50
□：06:50～07:10

大会組織委員会
ブリーフィング

07:20～07:40（VIP ルーム）

ｺｰｽｲﾝ

走行(実施)時間

08:00

08:00～08:15

08:20

08:20～08:35

□：07:20～07:40

07:55～08:15（VIP ルーム）

08:45

08:45～09:05

○：07:40～08:10

08:25～08:45（VIP ルーム）

09:15

09:15～09:30

09:35

09:35～09:50

09:55

09:55～10:10

○：08:10～08:30
○：08:30～08:50

08:55～09:15（VIP ルーム）

08:00 集合

団体で実施

09:30～09:50（多目的ルーム）

10:20

10:20～10:40

07:40～08:30

□：09:25～09:45

10:00～10:20（VIP ルーム）

10:45

10:50～11:10

09:00 集合

団体で実施

団体で実施（待機場所）

11:15

11:15～11:35

1 本目前のみ

11:45

11:45～12:00

10 JAF 筑波サーキットトライアル選手権 ＜A 組 2 本目 15 分＞
11 JAF 筑波サーキットトライアル選手権 ＜B 組 2 本目 15 分＞

車両保管

※予選（第１ヒート）終了後は車両保管
を行わない。ただし、場内での給油の
場合を除き、決勝まで待機場所から
の車両移動を禁止する。
※各競技終了後、入賞車両の再車両検
査終了まで待機場所にて車両保管と
する。公道走行チェックを受ける場合
を除き、正式結果発表（通常、暫定結
果発表から 30 分後）まで待機場所か
らの車両移動を禁止する。
※大会期間中に修理、調整のため待機
場所から移動が必要な場合は、大会
事務局にて手続き（有料）を行うこと。

1 本目前のみ

12:05

12:05～12:20

正式表彰式

団体で実施（多目的ルーム）

12:30

12:30～12:50

予選前のみ

13:05

13:05～13:25

◇レースの暫定表彰式は、決勝直後に
メインストレート上で実施する。表彰対
象者はヘルメット着用のまま登壇。

キャブレーション前のみ

13:30

13:40～14:00

団体で実施（待機場所）

14:05

14:15～14:35

16 ロードスター・パーティレースⅢ 東日本シリーズ（ND-S） ＜決勝 15 周＞

予選前のみ

14:40

14:50～15:10

◇JAF 筑波スーパーFJ 選手権
・実施時間 14:30～（VIP ルーム）

17 ロードスター・パーティレースⅢ 東日本シリーズ（NC-S） ＜決勝 15 周＞

予選前のみ

15:15

15:25～15:45

18 ロードスター・パーティレースⅢ 東日本シリーズ（ND-C） ＜決勝 15 周＞

予選前のみ

15:55

16:00～16:20

◇ロードスター・パーティレースⅢ
・実施時間 17:00～（PR テント前）

12 フェラーリクラブジャパン ＜フリー走行 20 分＞

11:00 集合

団体で実施

13 JAF 筑波スーパーFJ 選手権 ＜決勝 18 周＞
14 フェラーリ・カップ ＜決勝 10 周＞
15 コスモスポーツ・オーナーズクラブ ＜フリー走行 20 分＞

19 筑フェス サーキット・パレードラン ＜1 周+ストレート上で 10 分間のフリータイム＞

13:00 集合

団体で実施

16:30～

◇JAF 筑波サーキットトライアル選手権
・実施時間 13:20～（VIP ルーム）

※正式表彰式の時間および場所は、諸
事情により変更する場合がある。

◆JAF 公認レース・サーキットトライアルの前日受付（ライセンス確認）は 5 月 4 日の 15 時～17 時にサーキットホールにて行う。前日受付を行えない参加者は必ず当日受付を行うこと。
◆大会当日、今大会の参加者および関係者（但し、オフィシャルを除く）は F ゲート（北ゲート）から入場し、コロナ検問所（検温、問診票提出など）を通過して場内に入場すること。
◆コロナ検問所（5 時 50 分から開門予定）の混雑を避けるため、前日受付を済ませているかどうかに関わらず、出場クラスの参加受付開始時間の 10 分前になるまでは、場外もしくは P1 エリアで待機していること。
◆受付時に発信機（自動計測装置）の配布を受けた参加者は、公式車検までに取り付けること。※発信機の返却は、競技終了後１時間以内にサービスセンター（コントロールタワー２Ｆ隣）まで返却すること。
◆スーパーFJ、サーキットトライアル、ヒストリックカーの公式車両検査は各車の待機場所場にて行なう。車検時間中、エントラントは車両の近くに待機していること。決勝レース前の出走前点検は行わない。
◆パーティレースの公式車両検査は車検場にて行う。車検場には車両が移動できる最少人数で来ること。
◆決勝レース前の出走前点検は行わない。公認競技会の装備品検査は書面提出で代替とし、公式車両検査時にエントラントが検査担当オフィシャルに提出すること。
◆各走行前に指定された時間・場所で実施するブリーフィングにはドライバーが必ず出席すること。 ※別途通知する Zoom でも参加可能。 ※ブリーフィングを欠席した場合には、ペナルティの対象となり、出走できない場合もある。
◆全競技カテゴリーの計時結果は、大会公式掲示板への掲示、E-Mail や大会公式サイトでのデータ配布のみとし、紙での配布は行わないものとする。
◆公認ナンバー付レースの全参加者（リタイア車両も含む）は、決勝終了後の車両保管解除（入賞車両の再車検終了）後に公道走行チェックを行うので、必要な準備をして車両を車検場に進行させること。
◆暫定結果発表後 30 分以内に抗議が無い場合には、暫定結果表が正式結果表となる（その場合は別に正式結果表の配布は行わない）。
◆公認競技会出場記録カードへの捺印を希望するドライバーは、正式結果が確定後、サービスセンターにカードを提出し捺印を受けること。
◆入賞者は正式表彰式に必ず出席すること。出席しない場合は賞の授与を辞退したものとする。 ※辞退者がいた場合、順位の繰上げは行なわない。 ※入賞対象外のエントラントも、できるかぎり正式表彰式に出席すること。
◆特にメディカルチェックは行わないが、体調の思わしくない参加者はＡパドック医務室を利用すること。 ※レース期間中の医務室の利用は走行中の負傷対応に限定。
◆タイムスケジュールや集合場所、実施内容等は、天候その他の事由により変更となる場合があるので場内放送等に注意すること。

