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大会規則・参加案内29ROUND.
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World Tricycle Endurance Championship

 第29回かつらぎ町産業まつりイベント … かつらぎ三輪車４時間耐久レース

19 NOVEMBER 2017
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参考に。
ゼッケンは主催者より配布します。

出場車（サンプル） 1/10（単位：mm）
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　　　  三輪車４時間耐久レース 第29戦

１．日　時　　平成２９年１１月１９日(日)…小雨決行

　　　　　　　　   スケジュール

　　　　　　　　　　　　　ＡＭ８：１５　受付

　　　　　　　　　　　　　　　８：３０　練習走行（本戦コース）

　　　　　　　　　　　　　　　９：１５　練習走行終了

　　　　　　　　　　　　　　　９：１５　車検･競技説明

　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　（ドライバーズミーティング）

　　　　　　　　　　　　　　　９：３０　予戦 開始

　　　　　　　　　　　　　　　11：００　決勝 ＳＴＡＲＴ

　　　　　　　　　　　　　ＰＭ３：００ 　〃  ＧＯＡＬ 

　　　　　　　　　　　　　　　３：１５　閉会式・表彰式

２．場　所　　かつらぎ町妙寺  紀ノ川河川敷特設コース（１周500ｍ：予定）
　　　　　　　　　和歌山県伊都郡かつらぎ町妙寺（ＪＲ妙寺駅南へ300ｍ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　※予定コース図（一部変更の場合があります）

　　　　　　　　　　　　 競　技　規　則

　この競技はかつらぎ三輪車４時間耐久レース実行委員会が主催して行なう耐久競
争である。競技者は、かつらぎ公園特設コースを定められた方法によって４時間走
り続けチェッカーフラッグを受けなければならない。規定の時間を完走した後、周
回数により、その最も多い者が優勝する。周回数が全く等しい場合は、ゴールライ
ンを早く通過した方を上位とする。
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　　第１条　大会の名称　

　　　　　　かつらぎ三輪車４時間耐久レース

　　第２条　競技クラス

　　　　　　一般クラス：競技当日、中学生以上のドライバーのクラス

　　　　　　ジュニアクラス：競技当日、小学生以下のドライバーのクラス

　　　　　　（ドライバーが一般クラス・ジュニアクラス混成の場合は、一般クラスとみなす。）

　　第３条　参加台数

　　　　　　４０台を予定とする。

　　第４条　参加申し込みとドライバー

　　　　　　健康な者であれば誰でも参加できる。

　　　　　　参加申し込みに当たっては、１車両を１チームとして監督１名、ドライバー３名

　　　　　　以内、メカニック２名以内を指名しなければならない。代表者は参加申し込みに

　　　　　　関してすべての責任を負い、かつ申し込みの時点から大会終了まで一貫してその

　　　　　　任に当たらなければならない。

　　　　　　監督は２チーム以上を兼任できる。原則として監督はドライバーを兼任できない。

　　　　　　参加申し込みは、大会事務局が発行した所定の申込書（複写可）に必要事項をす

　　　　　　べて記入し送付するとともに、一般クラスは10,000円、ジュニアクラスは5,000円

　　　　　　の参加料を大会事務局まで持参あるいは現金書留、銀行振込により送金、申し込

　　　　　　むものとする。

　　　　　　参加申し込みは10月31日（火曜日）を期限とし、先着予定数（40チーム）をもっ

　　　　　　て締め切るものとする。尚、受付完了は大会事務局が参加費の入金確認をした

　　　　　　時点であり、参加料は保険料などに充当するものとするため一旦受理した参加料

　　　　　　はすべて返納されない。

　　第５条　競技車両規定

　　　　　　競技車両は、幼児用三輪車と同等の基本構造であり、三輪車４時間耐久レース

　　　　　　参加を目的とした市販のもの及び自作による車両であること。

　　　　　　競技車両は、前輪１輪、後輪２輪の３輪車でなければならず、駆動輪は前輪であ

　　　　　　り、足による１対１駆動で、ラチェット機構、チェーン駆動、基本フレームと後

　　　　　　輪軸が可動(可倒)するスイング機構は認められない。

　　　　　　また、当車両規定における三輪車とは、スタンド等補助を必要とせずに、単体で

　　　　　　立ち続けていられる構造のものであり、車両サイズ〔全長1,500mm以下、全幅650mm

　　　　　　以下、前後タイヤ直径270mm以下、後輪軸距170mm以上〕とし、基本構造は左右対称

　　　　　　のものとする。各部の材質は問わない。

　　　　　　※後輪軸距＝後輪内側～内側間の距離。(下図参照)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図１

基本フレーム
後輪軸

後輪軸距
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　　第６条　ピット修理規定

　　　　　　決勝の競技途中の故障修理については、基本フレーム以外のスペアーパーツ(予備

　　　　　  部品)への交換、針金・ガムテープ等による修理とする。会場内における溶接修理

　　　　　　は一切認めない。

　　　　　　予選時における故障により予選を完走できなかった場合においてはこの限りでは

　　　　　　ない。

　　第７条　車　　検

　　　　　　参加車両及びスペアパーツについては、設計、安全性他に関する公式車検にパス

　　　　　　しなければ競技参加を認めない。

　　　　　　車検終了後、競技中以外の車両保管は主催者が行なう。予選時における故障に

　　　　　　より予選を完走できなかった場合など、大会委員長が認めたとき一時競技者に

　　　　　　返還する。この場合、修理後再び車検を行う。

　　　　　　尚、完走車については、競技終了後再び車検を行なうことがある。

　　第８条　ゼッケン

　　　　　　参加車両は、主催者の貸与するゼッケン板（縦27cm×横23cm）２枚を指定位置に

　　　　　　取り付けなければならない。そのうち、１枚を車両の前部の見やすい場所に取り

　　　　　　付け、さらに右側面へ１枚取り付けること。したがって、このための取り付け箇

　　　　　　所を用意すること。

　　第９条　安 全 性

　　　　　　ドライバーは、ヘルメットを着用すること。その他の衣服については特に定めは

　　　　　　ないが、参加者は転倒等安全に配慮し、またチームの特色を反映する服装を着用

　　　　　　することが望ましい。

　　　　　　尚、車両の制作にあたって、競技者に傷害を与える可能性のある鋭いエッジや

　　　　　　突起を作らぬよう、充分留意すること。

　　第10条 競技方法

　　　　　　ドライバーは、コースを自力で走行する。地面を蹴って走行してはならない。

　　　　　　周回方向は反時計回り方向である。

　　　　　　【予選】ゼッケン番号順に２車ずつ、全チーム代表のドライバーによる

　　　　　　　　　 0～100mレースとする。

　　　　　　　　　 ラップ順位により決勝グリッドを決定する。

　　　　　　【決勝】各チーム、ドライバーを交替しながら指定のコースを午前11時から

　　　　　　　　　 午後３時のゴールまで走行する。

　　　　　　【完走・順位の決定】

　　　　　　　　　 競技者は、４時間走り続け、午後３時を過ぎ１位のチームがゴールした

　　　　　　　　　 後、必ずゴールラインを通過してチェッカーフラッグを受けなければな

　　　　　　　　　 らない。

　　　　　　　　　 規程の時間を完走した後、周回数により、その最も多い者が優勝する。

　　　　　　　　　 周回数が全く等しい場合は、午後３時を過ぎた後のゴールラインを早く

　　　　　　　　　 通過した方を上位とする。

　　　　　　　　　 尚、優勝チームの周回数の３分の２以上を周回していない者は完走とみ

　　　　　　　　　 なさない。
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　　第11条 競技の進行

　　　　　　スタートの合図とともに発進しなければならない。

　　　　　　ドライバー交替は、ピットの指定の場所において行なうものとする。

　　　　　　競技中、事故又は故障によって走行不能となった場合は、ドライバーは速やか

　　　　　　にコース係員に合図をし、チェックを受けた後ピットへ移動、部品交換等修理

　　　　　　ができた場合は、停止場所へ戻り再度スタートするものとする。

　　　　　　この時のドライバー交替は認めない。修理不能によりリタイヤする場合は、監督

　　　　　　が本部係員へ連絡するものとする。

　　　　２　次の場合は失格とされ、ただちにコース上から排除する。

　　　　　　①競技中、他の車両の進路を著しく妨害したと認められた場合。

　　　　　　②競技規則に違反して不当な有利性を得たと競技委員に判定された場合。

　　第12条 コース等への立ち入り

　　　　　　コースには、ドライバーおよびオフィッシャル（競技委員）以外のいかなる者も

　　　　　　入れない。これは故障、事故の場合も同じである。

　　第13条 賞　　典

　　　　　　決勝における入賞者には次のような賞金・賞典が与えられる。

　　　　　　Ⅰ） 一般クラス〔第６位までを入賞とする〕

　　　　　　　　１位 トロフィー　　　２位 トロフィー　　３位 トロフィー

　　　　　　　　　 賞金10万円　　　　 　賞品　　　　　　　 賞品

　　　　　　Ⅱ）ジュニアクラス〔第６位までを入賞とする〕

　　　　　　　　１位 トロフィー　　　２位 トロフィー　　３位 トロフィー

　　　　　　　　　 賞金５万円　　　　　 賞品　　　　　　　 賞品

　　　　　　Ⅲ）その他：特別賞等

　　第14条 抗　　議

　　　　　　競技にかかる抗議は、チーム監督から大会委員長にのみ行なうことができる。

　　　　２　抗議は次の制限時間内に行なうことができる。

　　　　　　①車両に関する抗議：競技が終了した後５分間

　　　　　　②ドライバーの行為に関する抗議：競技が終了した後５分間

　

　　第15条 主催者の権利

　　　　　　主催者は次の権利を留保する。

　　　　　　①気象条件を含む不測の事態により競技を停止、中止、延期または変更する権利。

　　　　　　②本大会の趣旨及び大会規則に違反し、競技委員の指示に従わない参加者及び

　　　　　　　競技者に除外、失格、その他ペナルティーを課する権利。

　　　　　　③車検委員、計時委員、コースマーシャル(監視員)等、競技委員の判定は絶対と

　　　　　　　考えられ、抗議は受け付けられない。

　　第16条 負傷等に関する責任の所在

　　　　　　大会中に起こり得るすべての人的負傷、物理的損傷に対する責任は参加者自身

　　　　　　にある。仮にその原因が主催者側にあるとしても、主催者はその責を一切負わ

　　　　　　ない。

　　第17条 本規則の施行

　　　　　　本規則は参加申し込み受付と同時に効力を発する。
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参加申し込みについて

・参加申込は、必ず所定の申込書でお願いします。(複写用紙も可)

・ピット内に入場出来る方は申込書記入のチームメンバーに限ります。

・コース内に入場出来る方はドライバーに限ります。

・未成年者の参加については保護者が承諾の上、保護者が代表者となり記名押印をお願いします。

・主催者からの連絡は全て代表者の方へ行います。

・傷害保険加入のため氏名･生年月日等正確にご記入下さい。

・チーム名は16文字以内でお願いします。チーム名のフリガナも忘れずに!

・ゼッケン番号板の配布は大会当日とします。

・参加費の払込方法

　　①現金持参

　　②郵便書留による送金

　　〔送金先〕〒649-7121 和歌山県伊都郡かつらぎ町丁ノ町2156-2

　　　　　　　かつらぎ町商工会内　かつらぎ三輪車４時間耐久レース実行委員会 宛

　　③銀行振込

　　〔振込先〕紀陽銀行　妙寺支店　普通預金 409023
　　　　　　　かつらぎ町商工会イベント実行委員会

　　　※参加申込　締切＝2017年10月31日（火曜日） 但し先着40チーム

　イベントにおける個人情報保護方針

かつらぎ町産業まつり実行委員会

　　　　　　　　　　　　　　　 かつらぎ三輪車４時間耐久レース実行委員会　　2017年8月9日　

　主催者は、かつらぎ三輪車４時間耐久レースイベントの開催を通じて得た個人情報の保護に努めることを社会的責務
と認識し、以下の方針に基づき個人情報の保護に努めます。 

１　個人情報の管理について 
　 （１）主催者は、個人情報の正確性を保ち、これを安全に管理します。 
 　（２）主催者は、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えいなどを防止するため、適正な対策を講じます。 
 　（３）主催者は、個人情報を持ち出し、外部へ送信する等によりこれを漏えいさせません。 

２　個人情報の取得について 
　  主催者は、適正かつ公正な手段によって、個人情報（チーム名、氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、ＦＡＸ、
　　メールアドレス、写真映像等）を取得します。 

３　個人情報の利用について 
　  取得した個人情報は、主催者が開催するかつらぎ三輪車４時間耐久レースイベントにおける連絡、イベントの関連
　　情報のご提供のために必要な範囲に限り、利用します。 
　  上記以外の目的で利用する必要がある場合には、あらかじめご本人の承諾を得ることを前提とします。
　　また、収集した個人情報の取扱いを外部に委託する場合には、委託先について厳正な調査を行ったうえ、個人情報
　　の漏洩等の事故が発生しないよう適正な監督を行います。

　　尚、会議開催時・結果公表時等における名簿につきましては、①チーム名、②代表者等の方の氏名は姓の部分、③
　　住所等は市区町村名まで、④クラス、⑤結果数値等の表記とさせていただきますとともに、写真映像等の公表時に
　　も十分な配慮をさせていただきます。 

４　個人情報の第三者提供について 
　  主催者は、法令に定める場合を除き、事前に本人の同意を得ることなく、個人情報を第三者に提供しません。 

５　個人情報の開示・訂正・利用停止・消去等について 
　  主催者は、本人が自己の個人情報について、開示・訂正・利用停止・消去等を求める権利を有していることを確認
　　し、これらの要求がある場合には、異議なく速やかに対応します。 

６　組織・体制 
 　（１）主催者は、個人情報保護管理者を任命し、個人情報の適正な管理を実施します。 
 　（２）主催者は、主催関係者に対し、個人情報の保護及び適正な管理方法について周知徹底し、イベント期間及び
　　　　 終了後における個人情報の適正な取扱いを徹底します。 

７　個人情報保護に係る仕組みの策定・実施・維持・改善 
　  主催者は、個人情報の保護のため、法令を遵守し、適切な手順に基づき基準を定め、これを主催関係者に周知徹底
　　させて実施し、維持、継続的に改善します。

 



Ladies and gentlemen, start your hearts!

2017.Sep

産業まつり
会場

三輪車レース会場

至 岩出根来

会場　R24号線、伊都郡かつらぎ町
　　　妙寺駅前交差点、南へ約300ｍ

　　　　和歌山市方面から京奈和道経由、車で約40分
　　　　和泉市・河内長野市方面からR480号経由、車で約35分
　　　　五條市方面から京奈和道経由、車で約30分

かつらぎ町役場

ファミリーマート



2017 かつらぎ三輪車４時間耐久レース 第29戦　参加申込書

１．チーム名

　　フリガナ

２．代表者　　　　　    未成年の方が参加される場合は、必ず保護者の方が代表者としてご参加下さい。

　　　　　〒

　　　　　住　所

　　　　　お名前

　　　　　お電話

　　　　　e-mail

３．エントリークラス

４．メンバー登録

　　１．監　　    督

　　２．メカニック①

　　３．メカニック②

　　４．ドライバー①

　　５．ドライバー②

　　６．ドライバー③

５．参加規則への同意

　　　　　　　　　私たちは、かつらぎ三輪車４時間耐久レース参加規則により参加します。
　　　　　　　　　尚、自己の安全は自己で管理するものとし、万一、事故の場合主催者には
　　　　　　　　　一切責任を問いません。

平成 29 年　　　月　　　日

－

一般　　　　  ジュニア　　どちらか一方に ○印を付けて下さい。

同意 印　　 代表者印

氏　　　　　名　　　　　　　　性別　　　　　  生年月日

かつらぎ町商工会
かつらぎ三輪車4時間耐久レース実行委員会   FAX 0736-22-3411

受付№

World Tricycle Endurance Championship



写真・映像使用についてのご案内 

２０１7年１１月 19日、かつらぎ町商工会が主催するイベント事業「かつらぎ三

輪車４時間耐久レース」の開催中、インターネットライブ映像の配信及び写真撮影を

おこないます。当日の様子及び今後のイベント紹介や開催告知を広告する用途に限り、

三輪車レース会場で撮影する参加者皆様の映像・写真を使用させていただく場合がご

ざいますので、ご理解・ご協力をお願い申し上げます。 

※その他の理由で使用する場合は、別途お知らせし、了解をいただくものとします。 

 

 

 

肖像権使用同意書 

 

私達の肖像などを撮影した写真・映像を使用することを、理解して同意します。 

この同意により、私達参加チームの参加者全員または第三者から、クレームなど 

の異議申し立てが一切なされないことを保証します。 

 

記 

かつらぎ町商工会の、ホームページ・パンフレット・掲示物・広報誌などに使 

用されることに同意します。 

使用した広告・映像・印刷物・商品などについて、使用されたことによる金銭 

的対価を求めないことに同意します。 

 

２０１7年  月  日  

 

参加チーム名：                     

 

代表者住所：                      

 

代表者氏名：                    ㊞ 

 

 

 


