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 「2018 TAKASU.66 CHAMPIONSHIP
や追加事項、補足事項が生じた場合、その内容はこの公式通知に記載され

 したがって、この「公式通知」は各要項や規則に準じた取り扱いと
 

１.「開催要項」・「車両規則」・「走行規則」の発表
 

「2018
 

２.「Ｔカー」の取り扱いについて
 

出⾛登録⾞両が申込受付締め切り後にトラブル等で⼤会当⽇に⾛⾏が出来ない場合は、「Ｔカー（代替⾞両）」に
よる⾛⾏が下記の取り扱いを了承いただける場合に認められます。 

① 「Ｔカー」⾛⾏前には、必ず公式⾞検を受けてください。
② ゼッケンは出⾛登録⾞両と同番号としますが、ゼッケン横に「Ｔカー」であることを⽰す「
③ 全ての
④ 「Ｔカー」でチェッカー旗を受けた（完⾛した）場合でも、表彰の対象とはなりません。
 

３.「持ち込み燃料」の取り扱いについて
 

「2019
責任をもって保管して頂くことになりました
ガソリンの容器は必ず「消防法」に適合した
ない安全な場所で保管してください。また、レース中の給油時を除いて、ガソリン携⾏缶はピットに持ち込まな
いようにしてください。

 

４.TC-6 クラスと
 

2019 年より⾞両規則を変更いたしますが、
と思います。その中で
各レース表彰とシリーズポイントは同じクラスとして扱いますが、それに加えて
シリーズポイントが与えられます。つまり、
には、同時に

 

 
消防の指導により、早朝にサーキット進⼊路（門の外）での給油を
皆様のご理解とご協⼒をお願い致します
 

 

レース終了直後の
ます。正式結果は後⽇、レギュレーションに照らし合わせ、問題が無い事を確認でき次第発表いたします。
もし、正式結果が仮表彰の順位と
を受け、
こととなりますので、ご理解ご協⼒をお願い致します
 

７.TC-6 クラスと
 
2019 年の⾞両規則では、
となっていますが、
 

８.給油時ガソリン携行缶重量測定について 
2019 シリーズより、給油前と給油後に携⾏缶の重量を測定していますが、混合物や季節によるガソリンの⽐重
に違いがでる為、レース前⽇に
しかし、参加者が携⾏缶にガソリンスタンドで給油するときに、少しでもガソリンが携⾏缶に残っている状態で
20Ｌを⼊れた場合、重量がオーバーする場合がありますので、
 
 
 
 
 

 
 

５.タカスサーキット敷地内での給油について

６.順位の確定について

 

2019
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９.第 3戦（8 時間耐久レース）特別規則 － 2019.7.18 
  
1．当⽇は猛暑が予想できますので、⾛⾏中の熱中症を防⽌するという観点から、全ての⾞両にドリンクホルダーの装

備を義務付けます。 
    ※取り付ける際の注意点として 

① ⾛⾏中にドリンクボトルが外れないようにする。 
② 必ずビニールホースなどで飲めるようにする。（手でボトルをもって飲むのは禁⽌） 
③ 設置高さはドライバーの肩くらいが望ましい。 
④ スティントごとに、必ず 500ｍｌ以上の水分を補給できること。 
⑤ ホース等が運転の支障にならないようにすること。 

 
  2．前⽇（8 月 24 ⽇）の 16 時 10 分から 10 分間の予選を⾏います。 

◦8 月 25 ⽇の決勝レースに参加する「⾞両（当⽇の⾞検を受けている事）」「ドライバー」が対象となります。 
◦予選ドライバーは 1 名で可。 
◦予選を⾛らなくても決勝レースには出場できますが、その場合のグリッド順は、予選を⾛ったチームの 

後ろから、クラスに関係なくエントリーの正式受付順で決定されます。 
 


