遅さに自信のある人
レース倦怠期の方
大歓迎！

全日本カブ耐久同日開催

＊＊＊＊＊
☆ 開催クラス

２０２１シリ－ズ

・ＭＭマスタ－オブミッション
・Ｒ４８

６０分耐久レース

・Ｒ５５

スプリント

☆ 日時

第１戦５月２日（日）

☆ 会場

近畿スポーツランド

＊＊＊＊

３時間耐久レース

・着ぐるみＧＰ

スプリント

第２戦・８月２２日（日）

申込先
☆ 参加費

はっぴいえんどプロジェクト

http://www.kinspo.com

TEL ０７４３－７９－９０００

〒630-0101 奈良県生駒市高山町 8531-2
ＭＭ
Ｒ４８
１人増し
Ｒ５５

３時間耐久
２人１組
６０分耐久
２人１組
５．０００円プラス(計６名迄)

２０．０００円
１０．０００円

1人

スプリント

着ぐるみＧＰ
スプリント
※高校生 大学生 専門学校生

☆ 参加資格

最終戦・１１月２１日（日）

TEL ０７７４－８８－３６３３

京都府綴喜郡宇治田原町高尾字柏尾１０

☆ 主催 運営

速く走りすぎると
入賞不可なレ－ス

バイクで楽しむことが前提の草ミニバイクレース

１台

５．０００円
３．０００円
（耐久のみ） １．０００円割引

１６才以上で原付を含む運転免許証の所持者
または該当ライセンスを所持し事務局の許可を得たレ－スを理解できる方

☆ 受付

耐久レースは各クラス共３５台限定
ゼッケン及び、グリットは申込順、締切はレ－ス２週間前

☆ 特別ルール

各クラス毎に規定のタイムを上回ると
減周・名誉の失格等の特別ルールが設定されています。

☆ 申込方法

申込書に必要事項を記入し、参加費を同封の上、現金書留で
はっぴいえんどプロジェクト迄郵送すること（普通郵便・振込みは不可）

【注意】２０２１年度シリーズより変更・追加した事項があります。
ベテランの方も必ずレギュレーションを熟読の上、ントリ－をしてください

はっぴいえんどプロジェクト

サテライトステージ事務局

TEL/FAX ０７４３－７９－９０００
〒630-0101 奈良県生駒市高山町８５３１－２
http://www1.kcn.ne.jp/~happyend

レギュレーション No.1
参加資格
※重要※

競技内容

ピット
装備規定
車両規定
※重要※

原付を含む２輪・４輪 運転免許証の所持者。
（または該当ライセンスを所持し、予め事務局の許可を得た方）
但し勝ちに拘りすぎる方やミニバイク選手権上位入賞等
当レースの趣旨、理念に相応しくないと思われる方は
参加をお断りする場合がありますので予めご了承ください。
耐久レースは２～６人組での耐久レースです。（Ｒ４８を除き１人での参加は不可）
ゼッケンはクラス別の受付順とし、耐久 スプリントとも予選及び予選落ちはありません。
交代回数や走行時間の制限はありません。
（但し、極端に差のある交代時間設定は認めません）
ピットはゼッケン、クラス、時間別の指定ピットとなりますが
指定ピットが不要な方は使用しなくても構いません。
その際は安全面に留意し、駐車場等で作業をしてください。
ロ－ド用フルフェイスヘルメット、皮製レ－シングス－ツ、グローブ、ブーツを着用のこと
「脊髄パッド、チェストパッド、エアバッグ等のプロテクタ－類使用も強く推奨」
ツナギの上からレインウェア、及び許可を得た衣装着用は自由ですがトレ－ナ－の着用は禁止
全クラス共 以下の規定とします。
車検にて以下の不備が指摘された場合は走行できません！
（２０２１年度も厳しくチェックすると思います）
☆ワイヤーロック・・・次の部分はワイヤーロックが必要です。
※オイルドレンボルト（オイル排出口）フィラーキャップ（オイル注入口）
☆キャブレターオーバーフローキャッチタンク･･･キャブレター専用、飲料水ボトル使用は不可！
☆オイルキャッチタンク･･･２&４サイクル改造車のブリーザーパイプ用
※いずれも専用のキャッチタンクを車体の安全な場所に確実に取り付けること
飲料水の缶、ガソリンや熱に弱い材質の流用品は車検落ちです。
☆バーエンドキャップ・・材質は問いませんが必ず装着すること（未貫通タイプのグリップ除く）
☆カウル類の取り外し・・・不要な部分及びカウルの取り外しは OK ですが、
カットした部分が危険な形状にならない様に注意してください。
又、ゼッケンプレートのみの場合には２箇所以上のステーで確実に！
保安部品やスタンドは必ず外すこと
☆ フロントフェンダー・・・クラス問わず全車種取り付け義務。
※ 市販タイム計測器、ストップウォッチ類の取り付け及びタイム計測器内蔵メ－タ－は禁止
発信器・無線機による通信も禁止、タイム表示はピットからのサインボ－ト提示のみ
装着している車両は車検・走行時に取り外すこと(違反した場合は即失格)
※ Ｆスプロケット純正カバー＆Ｒスプロケットガ－ド取り付け義務（近スポでも販売中）
Ｒスプロケットガ－ドは充分な厚みのある樹脂製或いはアルミ製のみ
但し形状が危険と判断された場合は上記材質であっても走行不可

再車検

☆ゼッケン＆ゼッケンベース
※参加受理書にてゼッケン No.をお知らせしますので、ゼッケンを車両の正面及び両サイドに
貼り車検を受けてください。 また全クラス共に色指定はありませんが、
「ベ－ス色」とゼッケンは「対照色」として、読みやすい形･大きさで。
ビニールテープ・ガムテープの文字やダンボール・ベニヤ板のゼッケンプレートは不可
パーツショップ、近スポで販売されているものを利用するか、カッティングシートで自作を。
各レース上位入賞車両はレース終了後、係員により一定時間保管され再車検となります。
再車検により不正発覚や上記項目の問題があった場合は失格です。
（抗議は一切認められません）
又、エンジン分解などの要請があった場合にはすみやかに指示に従うこと。

レギュレーション No.２
出場申込

延期 中止

参加人数
練習走行

変更規定
ＭＭクラス
マスタ－オブ
ミッション

必ず現金書留で 【はっぴいえんどプロジェクト】迄 郵送してください
（近畿スポ－ツランドでは受付できません）
尚 いったん受理された参加費はどのような理由で参加不能な場合でも
返却は一切出来ませんが 定員超過の場合や参加資格に適合しなかった場合は
手数料を差し引き返却します。
但し、事実を偽り虚偽の申請が発覚した場合は その時点で失格となり
参加費は没収となります。（レース中に発覚した場合も同じです）
レース当日、天候等の理由でレースが開催できなくなった場合 自動的に延期となり、
参加者は次回振り替え開催日に参加できる権利を持つものとし、
参加費用の返却はありません。正式振替開催日は後日、参加者へ直接通知されます。
耐久レースは１チームにマシン１台、ライダー２名～６名です。
Ｒ４８・６０分耐久を除き、１名のみでは耐久レースに参加できません。
レース当日の朝に各クラス別の練習時間を設定してありますが（混走クラスもあり）
会員外でも近畿スポーツランドにおいて通常練習日の走行が可能です。
料金及び日程や、レンタルツナギについては
近畿スポーツランド迄（TEL0774-88-3633 月曜定休）予めお問い合わせください。
※全車共通※
リミッター解除、市販ＣＤＩへの変更、キャブセッティング変更、燃調変更
エアクリ－ナ－、ブレーキパッド・ホース変更、ステップ、R ショックの交換、
タイヤ変更、前後スプロケット及びステップ、カウル等の材質変更は全てＯＫ。
又、同一車種の正常進化した純正部品については使用を認めます。
時計を含む、タイム計測可能な機器取付は禁止、純正メ－タ－に内蔵タイプの場合は
ガムテ－プ等で目視不可にすること！
※ＳＴ車両※
エイプ・ＸＲ・グロム・ホッパ－・Ｚ１２５ＰＲＯ等のＳＴ車両はマフラー・ステップの変更を含め
基本的に鈴鹿ＭＩＮＩ－ＭＯＴＯ ＳＴクラスに準じますが
サテライトステージでは加えてＲショックの変更も認めます。
※ＮＳＲ５０ ＮＳ５０Ｆ※
ＮＳＲ－ｍｉｎｉ ＮＳ５０Ｒと同一仕様への変更、及び部品の使用はＯＫです。

※その他※
基本的には一般レースのノーマルクラス規則と似通っています。
但し改造や変更部分については自分本位な拡大解釈をしないように
規則をよく理解し、不明な部分は問い合わせてから適合する仕様で参加してください。
（当然ですが、へたな改造よりも確実な整備が勝利への近道です。）

変更規定
Ｒ５５
Ｒ４８クラス

ＭＭクラスの車両規定に準じます。
但しＲ５５に限り、スク－タ－・カブ等の５０ｃｃＡＴバイクやユニ－ク車両の参加も認めます
（サテライトステ－ジ参加資格・基準に適合のこと）
Ｒ４８クラスには全日本カブ耐久＆スプリント ル－ツ・ザ・原チャリ車両も参加可能

※ ０８年度のサテライトステージから「４サイクル」レース車両には
万が一、エンジンオイルが漏れた場合にそのオイルを受けとめられる形状及び容量の
アンダーカウル装着が義務となっています。未装着の方はレース迄にご準備を！
近畿スポーツランド通常練習走行でも義務化となっています。

参加車両一覧
ＭＭ
マスタ－オブ

Ｎｅｏクラス

◎

グロム(新旧・ＨＲＣ問わず)

ＮＳＦ１００

ミッション

及びキャブレタ－を NSF100・CRF100 純正２２Φ に変更したＸＲ１００・エイプ１００

(混走＆別賞典)

他、上記車種と同レベルなＭＭ３耐レギュレ－ションに適合する該当車両

◎

Ｍクラス

ＸＲ１００

ＫＳＲ１１０

ＫＳＲ８０

エイプ１００

Ｚ１２５ｐｒｏ

ＮＳＲ５０・ｍｉｎｉ

ＮＳ５０Ｆ・Ｒ

新旧・ＴＵＫＩＧＩホッパ－

他、上記車種と同レベルなＭＭ３耐レギュレ－ションに適合する該当車両
【※いずれも決勝中に４６秒０を上回るタイムを２回以上記録すると減周ルール適応】

Ｒ４８耐久

Ｒ４８クラス・ＭＭクラスに参加可能な車両 （初心者お勧めクラス）
原付２種カブ類、改造カブ、ル－ツ・ザ・原チャリ ネオクラシック車両
このクラスのみ１人での参加も可能ですがレ－ス中に必ず１回以上のピットイン及び
１分以上の充分な休憩が義務づけられます（参加費に変動はありません）
【※いずれも決勝中に４８秒０を上回るタイムを２回以上記録すると減周ル－ル適応】

Ｒ５５

ＭＭに準じる車種＋殆どの車両で参加できるスプリントレース（初心者お勧めクラス）
但し、決勝レース中に５５秒０を１度でも切ると「名誉の失格」となります。
【禁止罰則項目】

①
②
③
④
⑤

スリックタイヤ、タイヤウォーマーの使用は禁止（使い捨てカイロ使用は OK）
耐久レース中のクイックチャージャー使用の給油禁止、携行缶のみ可
ライダースミーティング不参加者は 20 周減算！（チェックします）
ピット内での喫煙、火気使用。 レ－ス参加中のライダ－飲酒（悪い薬も）
時計を含む、タイム計測可能な機器取付は禁止、純正メ－タ－に内蔵タイプの場合は
ガムテ－プ等で目視不可にすること！
※【雨 天 レ－スの減 周 タイム規 定 】※
雨 の規 定 タイム（コントロ－ルタワ－にてフルウェット宣 言 かつＷＥＴボ－ドを提 示 ）
ＭＭクラスは４９．０秒
Ｒ４８クラスは５１．０秒
Ｒ５５クラスは５８．０秒
（フルウェット宣 言 中 であればレインタイヤ・ドライタイヤに関 わらず）

※ 保険について ※
お見舞い金制度は保険制度の変更により２０１５年３月末を持って廃止となりました。
その為、レ－ス参加者側の備えとして更に手厚い保険制度、近畿スポ－ツランドセフティメンバ－へ
(大人・１年間有効 ２０００円) レ－ス２週間前までに必ず個人で加入しておいてください。
加入していない場合は練習やレ－スでの転倒、その他の怪我・入院等々において１円も支払われません！
当レ－スの参加時はもちろん、近畿スポ－ツランドでの練習走行・他団体イベントまで近スポレ－スに適応。
また個別に１日１万円程度の保険金が支払われるような団体共済や傷害保険に入っておくと憂いなしです。

＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊
参加申込書

出場レース
参加クラス
＆
基本参加料
（耐久２人１組）

第１ライダー

月

日

開催

□

ＭＭマスタ－オブミッション

□

Ｒ４８

□

Ｒ５５スプリント

)名

参加者数(

□Ｎｅｏ

３時間耐久

同一車両・複数クラスエントリ－

□

耐久 20.000 円

□ Ｍ

耐久 10,000 円
６０分耐久
ｽﾌﾟﾘﾝﾄ 5,000 円

ふりがな

氏名

ＫＳＬ保険

受付 No.

男

女

生年月日 19
※緊急連絡先
※携帯番号

年

月
（
（

日

才

）
）

〒

住所

有 無

□ 学割
E メールまたは携帯メール
第２ライダー

ふりがな

氏名

ＫＳＬ保険
有 無

男

女

生年月日 19
※緊急連絡先
※携帯番号

年

月
（
（

日
）
）

才

〒

住所

□ 学割
E メールまたは携帯メール
参加車両

メーカー名

モデル名

チーム名
15 文字以内で
変更部分

(変更したパーツ等)

※ ３～６人で耐久参加の場合、追加人数分を別途、申込用紙に記入
※ W エントリーの場合も参加されるクラス分をもう１枚提出してください
※ 増員追加分の料金もお忘れなく！（１人追加ごとに 5.000 円増し）
※同一車両で複数のクラスにエントリ－する場合はその旨も明記、またはチェックマ－クを
★ 学割対象の方は学生証のコピーを必ず添付のこと ★

誓 約 書
私はサテライトステージ２０２１に参加するにあたり、本大会規則に同意し規則に従って行動いたします。
役員の決定にも必ず従い、問題のない参加態度で望むことを誓います。
又、参加にあたり関連して起こった死亡、負傷その他の事故、或いは主催団体、大会役員に受けた損害について、
決して主催者、協賛関係者、大会役員、サーキットに対して非難したり、責任を追及したり、
損害の請求をしないことを誓約いたします。
２０２ 年
月
参加者署名 ____________________ ㊞

参加者署名 ____________________ ㊞

保護者署名 ____________________ 実印

保護者署名 ____________________ 実印

日

【誓約書に参加者自身で署名捺印（拇印不可）、未成年者については親権者本人の署名捺印及び印鑑証明の添付が必要です。】
あて先 〒630-0101 奈良県生駒市高山町 8531-2 はっぴいえんどプロジェクト ｻﾃﾗｲﾄｽﾃｰｼﾞ事務局
Tel/Fax 0743-79-9000 ※申込は FAX 不可 上記住所あて現金書留にて料金を添えて送付してください

ＫＳＬセフティメンバ－
走行者の方を対象に昨年度より新しい傷害保険の制度がスタ－トしました
ご自身の安全と保障のために是非、加入してください。
※ ライセンス会員以外の方でも加入できるようになりました！
◎ 要件
近畿スポ－ツランド走行資格者であること
所定の保険料を払い、近畿スポ－ツランド走行規則を遵守すること
近畿スポ－ツランドで行われる下記期間の練習走行、開催レ－ス、走行会に適用。
◎保険期間

２０２１年４月１日～２０２２年３月末日まで
１年掛け捨ての保険です。
期間途中の保険入会でも保険期間は上記記載の３月末日までとなります。
申し込みから保険開始まで約１週間程度かかります。

※ 申込日から即適用にはなりませんのでご注意ください。
◎ 補償額
◎ 死亡２０００万円
◎後遺障害３０００万円（最高）
◎ 入院４０００円（１日）◎通院１５００円（１日）
※ 賠償責任保険は保障されません。
◎ 保険料
大人（高校生以上）２０００円（内・事務手数料１５０円）
小人（中学生以下）１０００円（内・事務手数料１００円）

◎ 申し込み方法
近畿スポ－ツランド受付事務所でお申し込みください！ http://www.kinspo.com/
またインタ－ネットでも申し込みが可能となりました
http://www.kinspo.com/kslsm/kslsm.htm
不明な方はお電話にて受付方法をお尋ねください
℡０７７４－８８－３６３３
走行される方は練習・レ－ス問わず 御自身・御家族の為にも必ず入っておくことをお勧めします。
この保険は近畿スポ－ツランドが幹事となり
(財)スポ－ツ安全協会のスポ－ツ保険に団体加入するものです。

着ぐるみＧＰ
☆

レ－ス内容

全身着ぐるみにて近畿スポ－ツランドを７周走行し何かをアピ－ルするレ－ス

☆

参加資格

全日本カブ耐久＆サテライトステ－ジに参加資格のある方

☆

参加車両

全日本カブ耐久＆サテライトステ－ジ参加、あるいは参加可能なカブ系車両

☆

車両規則

全日本カブ耐久＆サテライトステ－ジ車両規則に準ずる

☆

装備規定

レ－シングス－ツの上に、充分な安全確保の上で頭部から脚部まで一貫性のある
「全身着ぐるみ」を装着した遊び心溢れる大人のライダ－に限る
グロ－ブ・ブ－ツは操作性、安全性の面からバイク用が露出しても良い。
(上半身だけや一部のみは不可、着ぐるみの脱落や剥がれはリタイヤ扱い)
装着方法は問わないが、安全な形状及び脱落しないよう確実に装着。セパレ－ト可

☆

参加クラス

全日本カブ耐久 サテライトステ－ジ(台数及び内容によっては更にクラス分け予定)

☆

賞典

各クラス上位に副賞 及び観客を沸かせたユニ－クな参加者には特別賞を授与

☆

参加費

※１台 ３０００円(当日参加５.０００円)

着ぐるみＧＰ

エントリ－用紙
受付Ｎｏ
着ぐるみの種類( トラ・パンダ等 )

ﾌﾘｶﾞﾅ

参加者名

㊞

プログラム表記して欲しい名前がある場合は↓

住所 〒

参加車両

チ－ム名(１５文字以内)

参加クラス ○をつけてください
□サテライト＆Ｒ４８
□カブオ－プン
□全日本カブ耐久(５０ｃｃ)

はっぴいえんどプロジェクト
〒630-0101
ＴＥＬ

全日本カブ耐久＆サテライトステ－ジ

レ－ス事務局

奈良県生駒市高山町８５３１－２

０７４３－７９－９０００

http://www1.kcn.ne.jp/~happyend

