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2018 年 8 月 23 日（金）～ 25 日（土）全日本ロードレース公開テスト in オートポリス 

『特別スポーツ走行』のお知らせ 
 

《参加資格》2018 全日本ロードレース選手権 第 7 戦 エントリーライダー 

走行にあたりオートポリスライセンス（以下 AP ライセンス）、AP 暫定ライセンス、SUGO・岡山国際ライセンスのいずれかが

必要です。（ART 会員も AP ライセンス、AP 暫定ライセンス、SUGO・岡山国際ライセンスのいずれかが必要です。） 

 

AP ライセンスをお持ちでない方へ 

① 『AP 暫定ライセンス（取得日～8/26 有効）※九州圏外者対象』を取得いただきます。下記 当日ご用意頂く物 を必ずお持ち

下さい。必ず走行前に簡易講習を受講頂きますようお願いします。 

② SUGO・岡山国際ライセンス（～8/26 有効）の方 各サーキットライセンス会員証をお持ち下さい。必ず走行前に簡易講習

を受講頂きますようお願いします。 

※ SUGO・岡山国際ライセンス（～8/26 有効）をお持ちの方で、過去に簡易講習を受講された方は受講不要です。必ず受講

証明をお持ち下さい。 

③ 『AP ライセンス（取得日～2019 年 3 月 31 日有効）』を取得希望の方は、AP ホームページよりお申込み頂きます。詳しく

はお問合せ下さい。 

・AP ライセンス 新規入会料 18 歳以上：20,250 円（税込） 18 歳未満：16,200 円（税込） 

簡易講習に受講される方は、別紙『申込書兼誓約書』に必要事項ご記入の上、事前にお申込み下さい。 

 

 

① 誓約書印（認め印） ※事前にお申込書兼誓約書に捺印頂ければ必要ありません。 

② 別紙ＡＰ暫定ライセンス/（SUGO・岡山国際）ライセンス所持者 申込書兼誓約書原紙  

（事前に申請いただき、当日原本に捺印の上お持ち下さい） 

③ オートポリス暫定ライセンス発行料：５,０００円（税込） 

※ ２０歳未満の方は親権者の承諾書（実印）、実印の印鑑証明が必要となります。 

※ AP 暫定ライセンス取得の方、SUGO・岡山国際ライセンス会員の方は簡易講習を受講いただきます。ご用意頂く物を

お持ちになってコントロールタワー1F 受付までお越し下さい。簡易講習開催時間は別紙申込書兼誓約書を参照下さい。 

④ スポーツ走行に適した装備（服装）・車両。 

※全日本ロードレース選手権 第 7 戦に出場される方は、出場される装備（服装）・車両で問題ございません。 

 

走行受付：走行前にコントロールタワー受付にライセンス・走行料をお持ち頂き、ご希望の走行時間のチケットをご

購入下さい。ご購入いただきました走行チケットの払戻しはいたしませんので予めご了承下さい。 

 走行中の事故によるクラッシュパッドやコース路面の削れ、オイル処理など施設破損は、いかなる理由があっても修復費用を

全額ご請求いたします。予めご確認の上、走行下さい。 

 

簡易講習 開催日時は別紙、『申込書兼誓約書』を参照下さい。 

走行料金 ＡＰライセンス会員 SUGO・岡山国際ライセンス、ART 会員 AP 暫定ライセンス会員

8/23（特別スポーツ走行） ５,０００円/４０分 
５,０００円＋ 

ゲストフィー１,０８０円/４０分 
７,５００円/４０分 

8/24（特別スポーツ走行） ６,５００円/５０分 
６,５００円＋ 

ゲストフィー１,０８０円/５０分 
１０,０００円/５０分 

8/25（AP 特別スポーツ走行） ５,０００円/３０分 
５,０００円＋ 

ゲストフィー１,０８０円/３０分 
７,５００円/３０分 

※走行料には当日の見舞金が含まれています。 

 

問合せ先：株式会社オートポリス 全本ロードレース『特別スポーツ走行』係 

電話番号：０９７３-５５-１１１１  ＦＡＸ：０９７３-５５-１１１３ 

 

当日ご用意頂く物 
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2018 年 8 月 23 日（木）～ 25 日（土）全日本ロードレース公開テスト in オートポリス 

参加者の皆様へ 
 

8/23（木）～25（土）全日本ロードレース公開テスト in オートポリス 参加者の皆様へオートポリス利用の諸注意

をご案内いたしますので、ご確認のうえご来場頂きますようお願いいたします。 

 

1. ご入場される皆様へ 
・ 8 月 20 日（月）、21 日（火）は入場できませんが、入場ゲート前広場への車両留置きは可能です。 

・ 搬入は 8 月 22 日（水）13:00～から A パドック入場・ピット設営です。当日 13:00 までは一般のお客様が利用されていま

す。搬入の際は十分にお気をつけください。 

・ ご入場の際は入場ゲートで AP ライセンスまたは MFJ 発行 2018 全日本エントラントパス（ＲＩＤＥＲ／ＴＥＡＭ ＳＴＡＦ

Ｆ）をご提示下さい。提示されない場合、入場料として５００円／１名／１日頂きます。 

・ 8 月 25 日（土）以降は A パドック内の車両留置きができません。トレーラーなど車両留置きをご希望の際はコントロールタ

ワー１Ｆ事務所へお越しください。車両留置き場所をご案内いたします。 

 

2. PIT ご利用のご案内 

当日は PIT 割がございます。ご利用される前に必ずコントロールタワー１Ｆ受付でご確認・お申込み下さい。 

○ 当日の PIT 利用申込の流れ 

 8 月 22 日（水）搬入日 １３：００～ A パドック入場・ピット設営です。 

パドック内コントロールタワー１F 受付にて PIT 割をご確認いただき、利用 PIT を申請下さい。PIT キーをお渡しします。ご

利用後の返却を必ずお願いいたします。 

※利用 PIT 申請前に PIT を占有する行為（荷物搬入など）は禁止です。 

 PIT 割は～25（土）までです。26（日）はイベント開催のため利用ピットが制限されます、必ずご確認下さい。 

 

 利用できる PIT 数は限られています。参加される皆様で共有してご利用いただきますようお願いいたします。 

 

3. Ａパドック・ピット・サインボードエリア 
・ テスト当日は一般のお客様も入場されます。機材は安全な場所に設置いただき、立ち入り禁止エリアにはパーテーションを張

るなどの安全対策をお願いいたします。 

・ テスト走行中、ピットロードは関係者以外入場不可です。 

・ ピットガレージ内、サインボードエリアへの映像配信はデジタル配信です。 

 

4. タイム計測 
・ 8/23（木）～24（金）走行される方はタイム計測を行います。8/22（水）15:00～コントロールタワー１F にお越しいただ

き、発信機をお受け取りください。モニター表記は第 7 戦の参加クラス、エントリーゼッケン、お名前の表記になります。 

① タイム計測は 8/23（木）～24（金）の 2 日間です。走行終了後、速やかにコントロールタワー1F へ返却下さい。 

② 発信機はライダー1 名につき 1 個お渡しします。T カーを使用する場合は発信機を付け替えて下さい。 

③ 各走行後、総合結果を NET 配信いたします。下記 QR コードより確認下さい。。個別の LAPTIME が必要な場合は、USB メ

モリーをお持ちになってコントロールタワー３F にお越し下さい。各走行ライダー全ての LAPTIME をお渡しします。 

④ 破損・紛失の場合、ライダー個人様にご請求いたします。※計測器は＠100,000 円ほどと非常に高価です。 

※発信機用ホルダーをコントロールタワー１F 受付で販売しています。（＠1,080 円） 

 

リザルト 右記 QR コードよりアクセスして下さい。 

 

HPアドレス 

http://www.autopolis.jp/public_info/ 
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5. 関係者ゲートＯＰＥＮ及びＣＬＯＳＥ時間 
・ ゲートＯＰＥＮ／ＣＬＯＳＥ 時間： タイムスケジュールを参照下さい 。 

※どうしてもＣＬＯＳＥ時間までに退出できない場合、事前にコントロールタワー1F（事務所）へ書面にて理由・退出予定時

間をお知らせ下さい。（ＣＬＯＳＥ以降パドック・ピット内の電源を切らせていただきます） 

 

6. 場内車中泊について 
・ 場内での車中泊は禁止です。必ず場外へ退出ください。 

 ※宿泊施設として場内コースサイドロッジをご案内いたします（8/17までに申込）。詳しくはお問合せ下さい。 

 

7. 場内レストランの営業について（昼食） 
・ 8/22（水）～25（土）通常営業 10:00～14:00 

 

8. ガソリンスタンドの営業時間 
・ 8/22（水）～25（土） 7:30～17:00 

 

 

9. 特別スポーツ走行の諸注意 
 （8/23～25）1 枠の 大走行台数は５０台です。（受付順） 

 走行チケットは当日購入です。事前予約は必要ございません。 

 走行の際オートポリス見舞金制度へ加入頂いています。 

 転倒等で負傷した場合、必ずメディカルセンターで受診下さい。受診記録がない場合、見舞金の支払いが出来ません。    

（オートポリス見舞金：通院１万円～／入院２万円～／死亡・後遺症５００万円） ※詳しくはお問合せ下さい。 

 オートポリス見舞金制度とは別途、参加者はご自身で有効な保険に加入した上で走行参加下さい。 

 走行時に転倒等のアクシデントがあった場合は赤旗にて一時中断いたします。 

 赤旗等の中断があった場合でも１ブロックの走行時間の延長はいたしません。 

 悪天候等の場合、当日のスケジュールが変動することをご了承下さい。 

 ライダーの安全確保の為、走行中に車両を止めてスタート練習は禁止いたします。スタート練習はチェッカー後、T2 右端より

（2 番ポスト先、目印としてイエローパイロンを設置）周囲の安全を確認の上、実施下さい。 

 ライダーの安全確保の為、ショートカットコース走行を禁止いたします。※通称第２ヘアピン 

 近年、走行中のバイクより小型カメラ・データロガなどの落下が多くあります。走行の際、バイクに機器を搭載する場合には、

二重の落下防止策を施すようお願いします。 

 サーキット内にて各種機材・施設を破損または消失・消耗した場合、その費用をご負担いただきます。 

 走行中の転倒によるクラッシュパッドやコース路面の削れなど施設破損は、いかなる理由があっても修復費用を全額ご請求い

たします。予めご確認の上、走行下さい。 

 

10. ファンサービスのお願い 

当日は大会前のプロモーションも兼ねており、多くのお客様が観覧に来られます。関係者の皆様にはご来場のお客様へのファンサ

ービスのご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 



暫定ライセンス取得料金　※過去に暫定ライセンスを取得された方も再度入会いただきます。 5,000円

無料

＊　暫定ライセンスは取得日から8/26（日）まで有効です。

＊　過去に暫定ライセンスを取得された方も再度受講いただきます。

＊　未成年（２０歳未満）の方は親権者（法定代理人）の同意署名・実印と印鑑証明を貼付してお申込み下さい。

＊　１８歳未満の方は年齢を証明するもの（免許証・学生証）をご提示下さい。（コピーを保管します。）

  ＊　APライセンス取得希望の方は、APホームページよりお申込み頂きます。詳しくはお問合せ下さい。

　　・APライセンス 新規入会料（18歳以上）20,250円　（18歳未満）16,200円

参加ライダーが未成年の場合

●ライダー署名日　2018年　　月　　　日 ◆親権者署名日　2018年　　月　　　日

●参加ライダー署名欄 ◆参加ライダー親権者署名欄

氏名
㊞

氏名
実印

フリガナ
男 生年月日（西暦） 年　　　　月　　　　日

女 血液型

〒　　　　　－

フリガナ

緊急連絡者は申請者ご本人の近親者をご登録ください。

簡易講習　受講日申請

8/22（水）　ゲートOPEN 7:30　講習開始時間　　　8:00～　　　　15:00～　　　　17:00～

8/23（木）　ゲートOPEN 6:30　講習開始時間　　　7:30～　　　　11:00～　　　　17:00～

8/24（金）　ゲートOPEN 6:30　講習開始時間　　　10:00～

・各講習受付は講習開始20分前です。お時間に遅れないようにコントロールタワー1F受付に原本を持ってお越し下さい。

・講習は約30分ほどです。

株式会社オートポリス　　 〒877-0312　大分県日田市上津江町上野田１１１２－８　   TEL　0973-55-1111 / FAX　0973-55-1113

インターナショナルレーシングコース e-ｍａｉｌ :  apinfo_question＠autopolis.jp     web  :  http://www.autopolis.jp

個人情報の取り扱いについて

出場ｸﾗｽ：

Mailｱﾄﾞﾚｽ

緊
急
連
絡
先

氏
　
名

続柄 連絡先（携帯電話が望ましい）

事務局
記入欄

受付日： 特記事項

料金：
□ 現金

□ ｸﾚｼﾞｯﾄ

 暫定ライセンス

 SUGO□
 岡山国際□

株式会社オートポリス（以下「当社」と表記）はオートポリスライセンス会員に入会される方の個人情報の重要性を認識し、その保護の徹底を図りま
す。当社はプライバシーポリシーを定め、お客様からご提供いただく個人の情報の適切な利用、管理、保護に努めます。
詳しくはwebサイトをご覧ください。

2018年8月23（木）、24（金）、25（土）　全日本ロードレースRd7 参加者対象 『特別スポーツ走行』

オートポリス　暫定ライセンス / （SUGO・岡山国際）ライセンス所持者　申込書兼誓約書

参加規約・誓約書に同意の上、スポーツ走行に参加いたします。　　　　　　　赤文字は必須項目です、必ずご記入下さい。

※ 下記必要事項をご記入いただきMailまたはFAXでお申込みください。原本は捺印頂き、当日受付にお持ち下さい。

ライセンス料案内（税込）
いずれかにチェックを入れてください SUGO・　　岡山国際 ライセンスをお持ちの方 ※当日、SUGO・岡山国際のライセンスをお持ち下さい。

過去に簡易講習を受講された方は受講不要です。必ず受講証明をお持ち下さい。

誓　　　　約　　　　書

株式会社オートポリス 殿

私はオートポリス会員への入会にあたり、コースライセンス会員として定められた規則・規約に従い行動する事を誓
います。又、当施設内において発生した事故やトラブルに関し、私や私の関係者が被った損害に対し、私自身が責任
を負い、貴社及びサーキット業務従事者その他関係者等に対し、非難や責任の追求、損害賠償等の行為を行わない事
を誓約致します。
尚、この事は貴社の施設不備、業務従事者その他の手違い等により発生した場合も変わりません。
但し、私及び私の関係者に起因して発生した事故等によって、貴社の施設・機材、業務従事者、関係者等に損害を与
えた場合は私自身が責任を負い、損害を弁償致します。

申込者氏名
（自署）

住
　
所

電話番号

携帯番号

　　　Ｒｈ＋ / 　　　Ｒｈ－　：　　　　　　型

ｾﾞｯｹﾝ：

暫定ライセンス / （SUGO・岡山国際）ライセンス所持者の方は簡易講習を受講いただきます。下記簡易講習会開催日時をご確認の上、申請下さい。
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