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FIA-F4 選⼿権 エントラント各位 
株式会社 GT アソシエイション 

FIA-F4 事務局 

FIA-F4 選⼿権 
富⼠⼤会コースイン導線案内 

 5 ⽉ 3〜4 ⽇富⼠⼤会でのコースイン⼿順およびスタート進⾏等について、以下のよ
うな導線および⼿順にて運⽤となりました。ご参照・ご確認のほど宜しくお願い致しま
す。 

※ゾーニング等昨年から緩和されておりますが、引き続き新型肺炎感染拡⼤防⽌を念頭
に、各種案内にご留意いただき、テントからの移動の際、各スケジュールに遅れないよ
うご準備のほど、ご協⼒宜しくお願い申し上げます。

■ テント⇆ピットロード間の⾞両・メカニック導線

（図 1︓B パドック）

※ ⾞両は全てのコースイン/アウトをコントロールタワー横ポルシェゲート（第 2
ゲート）から⾏います。

※ メカニックの⽅は、ポルシェゲートではなく 1 番ピットからの作業エリアへの移
動となります(⼈⾞導線を分けるためですので、ご協⼒ください)。
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（図 2︓A パドック全体図） 

 

 
※ メカ導線（グレー⾊）については今⼤会は基本的に「1 番ピット通路」のみの使
⽤としますのでご注意ください。 
 
■注意■︓通⾏時、パス提⽰を求められますので必ずパスを携⾏してください 
 
 

※ ⾞両コースアウト（テントへの帰還）は前述したように基本的にピットロード⼊り⼝
のポルシェゲート（第 2 ゲート）となります。ただし、⾛⾏終了時にピットロードま
たは作業エリアに残っている⾞両については、オフィシャルの指⽰に従って移動を
（第 3 ゲート、あるいは第 4 ゲートから）⾏なってください。 
 

※ 予選、決勝コースイン時のテントからポルシェゲート（第 2 ゲート）への移動の際
には、FIA-F4 事務局スタッフが誘導するまで基本的にテント内にて待機、誘導開
始後指⽰に従って順番に移動してください。 
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■ 5 ⽉ 2 ⽇（⽇）︓ F4 トレーニング 
 
※ テントからのコースインシミュレーションあり 
 
①︓DUNLOP F4 トレーニング （08︓45〜10︓00） 
②︓OTG F4 トレーニング 2回⽬ （11︓00〜12︓15） 
 

【⾞両】 【メカニック】 
①08︓33 
②10︓48 
 

ドライバー乗⾞ 

（移動開始時刻まで全⾞テントで待

機。運営スタッフが順に誘導します） 

①08︓33 
②10︓48 
 

全チーム、1 番ピットから各指定作業エ

リアへメカニック⼊場開始。 

 
①08︓38 
②10︓53 
 

テントから移動開始、そのままタワー

横ポルシェゲートよりコースイン。安

全な速度で隊列のまま（追い越し禁

⽌）ピットロード進⼊路よりピットロ

ード（ファストレーン）へ。必要であ

れば、各指定作業エリアへの停⽌可 

  

①08︓45 
②11︓00 セッションスタート。コースイン開

始。 

  

①10︓00 
②12︓15 
 

セッション終了でチェッカー提⽰。 

全⾞ピットイン、そのままポルシェゲ

ートからパドック側へコースアウト

し、B パドック内テント⽅向へ帰還。

隊列のまま（追い越し禁⽌）スロー⾛

⾏厳守。 

①10︓00 
②12︓15 
 

メカニックは 1 番ピット通路より、B

パドック内テントエリアへ移動。 

 

※ コースイン時に出遅れた⾞両、セッション中にトラブル等によりテントに戻りたい⾞両等につい

ては、FIA-F4 事務局スタッフ、またはオフィシャルの指⽰に従い、安全を確認の上移動してくだ

さい。 
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■ 5 ⽉ 3 ⽇（⽉）公式予選 
 

【⾞両】 【メカニック】 

08︓03 

 

ドライバー乗⾞ 08︓03 全チーム、1 番ピットから各指定作業エ

リアへメカニック⼊場開始。 

 

 

 

08︓08 テントより移動を開始、そのままの流れで

ポルシェゲート（第 2 ゲート）よりピット

ロード（ファストレーン）へ進⼊。 

※ 移動開始時刻まで全⾞テントで待機。

運営スタッフが順番に誘導します。 

※ 必要であれば、各指定作業エリアへの

停⽌可。 

08︓15 公式予選スタート 

08︓45 公式予選チェッカー 

 全⾞ポルシェゲートよりパドック側へコー

スアウト後、指定⾞両は⾞検場へ。その他

の⾞両はスロー⾛⾏にてテントへ帰還。そ

のままパルクフェルメ（⾃⼰テント）にて

⾞両保管。 

 

（※チェッカー時にピットロード、作業エ

リア停⽌⾞両はオフィシャルの指⽰に従っ

て移動すること） 

 指定⾞両の担当メカニックは⾞検場へ。

その他のメカニックは 1 番ピット通路よ

り、B パドック内テントエリアへ移動。 

 

 

 

※ ピット出⼝付近の指定されたエリア以外での急激な加減速、スタート練習等は絶対に⾏わないこ

と 
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■5 ⽉ 3 ⽇（⽉）第 1戦スタート進⾏ 
 
※ 決勝前コースイン時のスタート練習希望⾞両は、あらかじめファストレーンより内側、スタート練習の⾞列に並

ぶこと。また、指定されたスタート練習エリアにてピットクローズ時間に注意し速やかに⾏うこと 

 

【⾞両】 【メカニック】 

12︓53 ドライバー乗⾞ 12︓53 全チーム、1 番ピットから各指定作業エ

リアへメカニック⼊場開始。 

 

 

 

12︓58 テントより移動開始、そのままの流れで 

ポルシェゲート（第 2 ゲート）よりピットロ

ード（ファストレーン）へ進⼊。 

※ 移動開始時刻まで全⾞テントで待機。運

営スタッフが順番に誘導します。 

※ 必要であれば、各指定作業エリアへの停

⽌可。 

13︓05 コースイン開始、ダミーグリッドへ   

13︓10 ピット出⼝クローズ 

13︓15 FL スタート 5 分前 

13︓17 FL スタート 3 分前（作業禁⽌） 

13︓19 FL スタート 1 分前 ドライバーはエンジン始動／メカニック退去 

13︓20 FL スタート 

     第 1戦決勝レーススタート（14Laps or 30 分間） 

13︓50                  第 1戦決勝レース終了 

トップ 3 総合・インディペンデントカップの各々上位

3台（合計 6台）のみ表彰台下へ誘導、ドラ

イバーは降⾞し暫定表彰へ。 

トップ 3 ⾞検指定⾞両の担当チームスタッフは、

再⾞検のため速やかに当該⾞両を⾞検場

へ⼿押し移動のこと。 

4位以下 4位以下の⾞両は、ポルシェゲートよりパド

ック側へコースアウト後、パルクフェルメ

（⾃⼰テント）にて⾞両保管。 

（※チェッカー時にピットロード、作業エリ

アに停⽌していた⾞両は、オフィシャルの指

⽰に従って移動すること） 

4位以下 メカニックは 1 番ピット通路より、B パ

ドック内テントエリアへ移動。 

 

 

※ ピット出⼝付近の指定されたエリア以外での急激な加減速、スタート練習等は絶対に⾏わないこ

と 
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■5 ⽉ 4 ⽇（⽕）第 2戦スタート進⾏ 
 
※ 決勝前コースイン時のスタート練習希望⾞両は、あらかじめファストレーンより内側、スタート練習の⾞列に並

ぶこと。また、指定されたスタート練習エリアにてピットクローズ時間に注意し速やかに⾏うこと 

 

【⾞両】 【メカニック】 

07︓48 ドライバー乗⾞ 07︓48 全チーム、1 番ピットから各指定作業エ

リアへメカニック⼊場開始。 

 

 
07︓53 テントより移動開始、そのままの流れで 

ポルシェゲート（第 2 ゲート）よりピットロ

ード（ファストレーン）へ進⼊。 

※ 移動開始時刻まで全⾞テントで待機。運

営スタッフが順番に誘導します。 

※ 必要であれば、各指定作業エリアへの停

⽌可。 

08︓00 コースイン開始、ダミーグリッドへ   

08︓05 ピット出⼝クローズ 

08︓10 FL スタート 5 分前 

08︓12 FL スタート 3 分前（作業禁⽌） 

08︓14 FL スタート 1 分前 ドライバーはエンジン始動／メカニック退去 

08︓15 FL スタート 

     第 2戦決勝レーススタート（14Lap or 30 分間） 

08︓45                  第 2戦決勝レース終了 

トップ 3 総合・インディペンデントカップの各々上位

3台（合計 6台）のみ表彰台下へ誘導、ドラ

イバーは降⾞し暫定表彰へ。 

トップ 3 ⾞検指定⾞両の担当チームスタッフは、

再⾞検のため速やかに当該⾞両を⾞検場

へ⼿押し移動のこと。 

4位以下 4位以下の⾞両は、ポルシェゲートよりパド

ック側へコースアウト後、パルクフェルメ

（⾃⼰テント）にて⾞両保管。 

（※チェッカー時にピットロード、作業エリ

アに停⽌していた⾞両は、オフィシャルの指

⽰に従って移動すること） 

4位以下 メカニックは 1 番ピット通路より、B パ

ドック内テントエリアへ移動。 

 

 

 

※ ピット出⼝付近の指定されたエリア以外での急激な加減速、スタート練習等は絶対に⾏わないこ

と 
 

以 上 
 


