
2012.10.27 NSGTA競技運営委員会 

ＮＳＧＴ２０１２シーズン レギュレーション 

 

一般規則 

（１） 本シリーズを「ニコ生スーパーGT2012 シリーズ」（以下略称を NSGT）と呼称する。 

（２）  すべてのドライバーは NSGT アソシエーション（以下 NSGTA）の運営方針に従い、マナーと規律を守

ってレースを行わなければならない。ここでのマナーと規律とはレースに参加者として、一般社会にお

ける一人の人間としてのマナーである。したがって運営、参加者、視聴者に多大なトラブルを生じさせ

た場合この大会にかかわることを禁ずる場合がある。 

 

車両規則 

１．使用可能車種 

・ＧＴ500 クラス 

GT5 に登録されているスーパーGT 参戦車両および全日本 GT 選手権（JGTC）参戦車両のうち、GT500

クラスに参戦した車両 

・ＧＴ300 クラス 

①GT5 に登録されているスーパーGT 参戦車両および全日本 GT 選手権（JGTC）参戦車両のうち、GT300

クラスに参戦した車両。 

②GT5 に登録されているスーパーGT および全日本 GT 選手権（JGTC）に参戦していない車両のうち

NSGTA が特別に認可したもの。（付則 A に記載する） 

２．車両規定 

A 各マシンにそれぞれ応じたエンジン最大出力を NSGTA が設定する。 

B 最低車重 1100 ㎏まで。なおバラストの関係で車重を特別に認可したものは 1100 ㎏以下で認める。 

C タイヤはレーシングタイヤのみ装着可能とする。 

D 各々のマシンメンテナンスは自由とする。 

E エンジンチューン全般許可。ただしターボ装着は NSGTA 特認車両のみ許可。 

F 車両規則第 1 項にある各車両の初期性能は NSGTA の規定により細かく定め、付則 A に記載する。 

G 車両規則第 1 項に該当しない車両は NSGTA から特認車両として認可されなければ参加できない。 

 

競技規則 

１．シリーズの定義 

（１） 本シリーズをニコ生スーパーGT2012 シリーズとする。 

（２） 本シリーズはラウンド 1 からラウンド 7 までの計 7 回のレースとする。 

２．シリーズタイトル 

（１） タイトルの認定 

A シリーズポイント最高獲得ドライバーを、ドライバーズチャンピオンとして認定する。 

 B 同ポイントの場合は 1 位獲得が多い者、それも同数の場合は 2 位、3 位と比較する 

 C 各チームにおけるシリーズポイントが最高のチームをコンストラクターズチャンピオンとして認定する。 

 D チーム間のポイントが同じであった場合は競技規則第２項―（１）B と同様に決定する。 

３．車両・ドライバーおよびチームに関する規定 

（１） NSGT に参加するドライバーは必ず二人もしくは三人一組のチームに所属しなければならない。 



（２） 各チームを構成するドライバーについて、昨シーズンの NSGT2011 におけるドライバーズポイントが所

属するドライバーの合計で 100 ポイントを超えてはならない。 

（※ただし、70 ポイントを超える成績を収めたドライバーは、一律 70 ポイントで計算する。） 

（３） 各チームはシーズンを通して車両を変更することはできない。 

（４） 同一車種は 1 チームのみとする。同名の車種を複数のチームが登録することはできない。 

（カラーリング・ゼッケンを変えても車種重複とみなす） 

（５） 各チーム内のマシンについて、タイヤホイールの形状およびマシンカラーリング（タイヤホイールなど

すべてのパーツを含む）とゼッケンナンバーを統一しなければならない。 

（６） 各ドライバー、各チームは偶数ラウンドと奇数ラウンドの間に、所属するチームの移籍、またドライバ

ーの入れ替え、削除を含めたドライバー変更をすることができる。ただし、移籍・加入はチーム維持や

ドライバーの参戦に支障がある場合などの特別な事情がない限り認められない。また各チームが新たに

追加登録できる選手は、シーズンを通して一人までとする。 

（７） チームを移籍または加入する際には NSGTA に次戦の開始２週間前までにその旨を申告し、許可されな

ければならない。 

（８） チームに新規加入したドライバーはドライバーズポイントが 0 ポイントからとなるが、コンストラクタ

ーズポイントによる車両調整はそれまでの成績によって適用される。 

（９） チームを移籍したドライバーの獲得していたポイントはすべて剥奪され、0 ポイントから再度大会に参加

できる。ただし、コンストラクターズポイントによる車両調整は新チームのものを適用する。 

（１０）チーム内で最もポイントを獲得していたドライバーが、何らかの理由でチームから離脱した場合には、 

そのチームのコンストラクターズポイントは没収されるが、チームのマシンに与えられていたウェイト 

ハンデはそのまま最終戦まで継続される。よって、コンストラクターズポイントとウェイトハンデは必 

ずしも一致しない。 

（１１）チームを決定する際やチーム間の移籍の際を含め、NSGT に参加するドライバーの間で金品の授受、オ 

ンラインマネーの授受が認められた場合は NSGT への参加権をすべて剥奪する。 

（１２）ドライバーやチームの登録に際して不正が認められた場合は、該当チームおよびドライバーの NSGT 

の参加権をすべて剥奪する。 

（１３）チームでの途中参戦は現在使われていない車両のみ可とする。その際にはテンプレートに従って参加ク 

ラス、チーム名、使用車種、PSID を正確にコミュニティ掲示板に記載する事。 

４．公式戦規定 

（１） 原則、同一週の GT300 クラスは土曜日、GT500 クラスは日曜日開催とする。 

（２） レースはおおむね 150km を走るノーマルラウンド 7 回とする。 

（３） レースの流れ 

A 開催前週木曜日から開催前週土曜日の 3 日間において、22:00（予定）よりニコニコ生放送 co19102 

において公開車検を行う。 

          B 車検に通過した車両は各クラス開催週平日 21:30 頃よりノックアウト方式の予選を行い、上位 12 台で 

スーパーラップ方式の予選を経て本戦を開催する。 

       C レース結果に基づき各ドライバー・コンストラクターにポイント及びハンデキャップが与えられる。 

５．車検規定 

（１） 公式予選にエントリーするドライバーおよびチームは必ず競技規則第４項―（３）A にある公開車検を

通さなければならない。車検不通過の場合、予選本戦にはいかなる場合も出場できない。 

（２） 車検で確認する事項は以下のとおりである。 

A 車両規則第２項―A で規定された最大出力を超過していないか。 



B 車両規則第２項―B で規定された最低車重、および競技規則第１１項で規定された車両調整を逸脱して 

いないか。 

（３） 公開車検は各ドライバーがオンラインガレージに参戦マシンを登録することで初めて行われる。 

６．公式予選（Q1） 

（１） 公式予選はダメージ“強い”、グリップ低下“リアル”、ペナルティ設定“あり”ドライビングアシスト

については ABS・TCS・ドライビングラインを許可する形で行う。 

（２） 各クラスとも 10 分間のタイムアタックとする。 

（３） アタックの際、ピットへのワープ（瞬間移動）は認められる。 

（４） 10 分が経過した際の周回でアタックは終了となる（例として 10 分経過時に 1 セクター通過時だった場

合その周回は完走することができる。逆に１０分経過時点でゴール直前でも次のアタックをすることはでき

ない）。アタック終了後はコースごとにアナウンスされた待機場所で指示があるまで待つ事。この際他のア

タックするドライバーの邪魔にならないよう移動する事。 

（５） 回線不良でタイムが測定できなかった場合可能であれば後ろのヒートにずらして対応する場合がある。 

（６） 予選ボーダーのタイムを出した車が複数台あった場合以下に記載する Q2 と同様の形式のアタックを行

い最速タイムを出したドライバーを通過とする。 

（７） 万が一、予選通過者で決勝に進出出来なくなった場合、PSID で運営アカウントあてに本人が速やかに

連絡を入れる事、その場合次のタイムを出したものを繰り上げ通過とする。この告知は選手の PSID にメー

ルで送るのでボーダー付近のドライバーは確認しておくこと。 

（８） 都合により予選ヒート変更を希望する者は公式コミュニティで決められた日時までに迅速に連絡する

事。その際。GT クラス、チーム、PSID をテンプレートの通り正確に明記し、移動前ヒートと希望ヒート

を複数あれば複数記載する事。その際チームの移動なのか、個人の移動なのかも記載する事。なお、練習し

たいが為最終ヒートに回す等利己的なヒート移動は潤滑な運営の妨げになるので認められない。 

７．スーパーラップ（Q2） 

（１） 各クラスとも予選終了後 18:30 頃より、競技規則第６項―（１）と同一の条件で行われる。 

（２） 各ドライバー１ラップタイムアタックのスーパーラップ方式によりスターティンググリッドが決定する。 

（３） スーパーラップはピットアウトした次の周回のタイムが記録となる。 

（４） 回線不良等でタイムの測定ができなかった場合は最後尾スタートとなる。複数台いた場合は予選タイム

の早い順番に並ぶ。 

（５） 同一タイムとなった場合は予選タイムの早い順とする。 

８．決勝 

（１） 各クラスともスーパーラップ終了後、ダメージ“強い”、グリップ低下“リアル”、ペナルティ設定“な

し”で行われる。 

（２） スリップストリームの設定は“弱い”が適用される。 

（３） 走行距離はおおむね 150km とする。 

（４） 各マシン共にスーパーラップから決勝に移る際、セッティングおよびドライビングオプションの画面へ

移動してはならない。行った場合ペナルティとなり、予選 SL のタイムをはく奪し最後尾スタートとする。

なお天候が著しく変化した際は NSGTA の判断によりタイヤ装着の変更を認める場合もある。 

（５） 回線不良等でアナウンスされた時刻まで入室が完了しないものについては DNS とする。 

（６） スタートは NSGTA が設定するローリングスタートを採用する。 

A 最初の１周目をフォーメーションラップとする。 

a. 最終コーナーまでは１列フォーメーションとし、先導するペースカーを含め、前走車との距離をおおむ

ね２車身以内で走行すること。 



b. 最終コーナー立ち上がりから２列フォーメーションに移行となる。ホームストレートに入った各車はそ

れ以降、制限速度を 100km/h までとする。ただし、制限速度はあくまで目安であり、10km/h までの

超過は許容範囲内とするが 100km/h に近づけるよう各自努力すること。なお、先導するペースカーは

後続の車両の安全を考慮し速やかにピットに侵入するため、この限りにはない。（つまり、ペースカー

が隊列を離れるために加速をしたからといって、後続のマシンがペースカーについていくことは必要

ない。） 

  B ２列フォーメーションからスタートする際、列と列の間隔を確保するため、ホームストレート上にいるセ 

ーフティカーの両側を通過する形でスタートする。その際奇数順位は１コーナーアプローチイン側の列、 

偶数順位は１コーナーアプローチアウト側の列でスタートする。 

    C フォーメーションラップ中にスタート練習を行うこと、著しく隊列を乱すこと、他車への接触や追い越し 

は禁止。ペナルティ対象となる。 

    D 全開区間スタートの合図は、先頭を走るペースカーがコース上から消えたことをあらわす、画面左上の“ポ 

ジション”の分母が１つ減った瞬間となる。 

（７） 各マシン最低２回のピットインを義務とする。 

A ただし、タイヤ選択に関して各マシンは必ず前輪および後輪のレーシングソフト・ミディアム・ハードの 

各タイヤをレース中に最低１度履かなければならない。雨天の場合はタイヤ選択は自由とする。 

なお、前輪後輪のタイヤの組み合わせは自由。（例：前ミディアム－後ソフトは可）その際にも前後輪 

にすべての種類のタイヤが装着されたかはチェックされる。 

    B スタート後５周およびゴール前残り５周の段階でピットレーンに入ることはできない。違反した場合ライ

ンカット 2 回分の 30 秒のペナルティとする。ただし、マシンに何らかの破損およびトラブルがあった場

合には NSGTA よりオレンジボールが提示され、ピット侵入が許可される（強制ピットとなる。） 

（８） 回線不良等で途中退室となった場合は DNF とし、ポイント・ハンデキャップは与えられない。 

（９） 何らかの理由でレースが続行不可能になった場合、規定周回数のうち 75％が消化されていた場合はレ

ースが成立されたものとみなし、順位を決定する。規定周回数の 75％未満であった場合はそれまでの順位

を維持した状態で残り周回数を消化する。ただしその際セーフティーカー先導によるフォーメーションラッ

プ 1 周を規定周回として処理する。 

９．ドライバーズポイント 

（１）結果に基づき以下のポイントを車両ごとに付与する。 

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位 ９位 １０位 

２０ １５ １１ ８ ６ ５ ４ ３ ２ １ 

（２）完走した車にはその周回数に応じて以下のポイントがさらに付与される。 

１位と同一周回 １位と一周遅れ １位と二周遅れ以上 

＋３ ＋２ ＋１ 

１０．コンストラクターズポイント 

（１）各レースにおいて、競技規則第９項―（１）、第９項―（２）で与えられたドライバーズポイントの合計 

がチーム内で最も高いドライバーのポイントが、コンストラクターズポイントとしてチームに与えられる。 

１１．性能調整 

（１）レース結果に基づき、該当するチームの所属する各ドライバーに以下の性能調整を課す。 

ラウンド２～５ コンストラクターズポイントの２倍のバラストを搭載する。 

ラウンド６ コンストラクターズポイントと同数のバラストを搭載する。 

ラウンド７ すべてのバラストが撤去される。 

（２） 競技規則第３項―（３）にあるチームの移籍を行った際は、上記性能調整を継続しその後のレースに反



映することとする。 

（３） なお、各マシンに設けるバラストの位置は「マシンセッティング」⇒「ボディ／シャシー」⇒「バラス

ト」の位置 0 に設けなければならない。 

１２．サーキットにおけるドライブ行為の規律 

（１） NSGT において各ドライバーは以下の事項を念頭に入れ、十分に注意しレースに臨まなければならない。 

A ダメージを発生するような接触の際の順位変動の禁止 

B コース外からのオーバーテイクの禁止 

（２） 具体的に以下の行為は厳格に禁止とし、下記の反則行為をしたと判断されるドライバーは NSGTA 大会

審査委員会に報告される。 

A 直線区間における順位を守るための２回以上の進路変更。 

B 直線区間で明らかの速度差がある状態でのブロック 

C コーナー区間での急な進路変更 

D サーキット外からの復帰の際にサーキット上の車両の進路をふさぐかたちでの復帰 

E サーキット全区間において、故意に車両を寄せること。 

F ピットインしようとする車両のピットインを妨害する行為 

G ピットアウト直後の速度差がある状態で、他車の進路を妨害する行為 

H ピットレーンを示すラインをカットし、不正にピットインおよびピットアウトする行為 

 （ただし、片輪がラインに乗る程度はセーフとする。） 

I 他車に対しダメージが発生するような接触を伴ってのオーバーテイクを仕掛ける行為。 

J 他車との接触を避ける目的や他車との接触時以外でコースを大幅に逸脱する行為。 

   （なおコースの大幅な逸脱とは、マシンのタイヤ４輪がすべてコースにおけるホワイトラインおよび縁石 

をオーバーしたことを表す） 

（３） レース中のアクシデントや連絡事項（ピットクローズ情報など）があった際には、運営による通達をチ

ャット画面に置いて全選手に行う。なお運営よりドライバーへ何らかの指示があった際は速やかにそれに従

わなければならない。（オレンジボールの提示など） 

（４） 周回遅れへの対応は以下のように設定する。 

・周回遅れにされる車両(以下甲とする)は周回遅れにしようとする車両(以下乙とする)にわかるように減速し

て進路を譲る。 

・甲は概ねコーナー1 つ分の間に乙へ進路を譲る。 

・十分な距離の直線区間では、甲は次コーナーへのアプローチイン側へ寄って減速し、乙はアウト側より抜

いていく 

・コーナー進入口付近の場合は、甲は減速するとともに、コーナーへの進入を遅らせ乙を先にコーナーへ進

入させる。この際、甲はコーナーアウト側に沿って走行することとする 

・乙が近距離で複数台ある場合、甲は全ての乙を先に行かせるまでは全開走行をしてはならない。 

・乙が近距離で複数台ある場合、甲が乙同士を結ぶライン上に進入してはならない。(後ろの乙から見た時、

前の乙と甲が直線上にならんではならない) 

・甲同士が競っている場合、甲同士での追い越しを禁止する。これは乙を先に行かせた後、解除とする 

１３．罰則 

（１）罰則は NSGTA 大会審査委員会によって科すことができる。 

（２）NSGTA 大会審査委員会の裁定は、審査委員会による審議が終了した後に直ちに適用される。 

（３）罰則の運用について、科すことができる罰則は軽いものから以下のとおりとする。 

  A 訓戒（叱責）処分 



  B 決勝タイムへのペナルティ加算（２５秒を基準として幅を持たせる） 

  C 出場停止（失格） 

  D 資格取消 

（４）訓戒（叱責）処分 

訓戒（叱責）処分は NSGTA 大会審査委員会が競技規則第１２項に基づき、シリーズを通して初めて軽微の

反則行為を行った該当者に対し行うことができる。訓戒（叱責）処分の対象となったものは以降のすべての

競技大会において再度訓戒（叱責）処分を受けることはない。 

また１競技において２度以上の反則行為が行われた場合はその競技における訓戒（叱責）処分が取り消され、

それに替わる競技規則第１３項―（３）B 以上のペナルティを科されることとする。 

（５）タイム加算ペナルティ 

タイム加算ペナルティは NSGTA 大会審査委員会が競技規則第１２項に基づき、反則行為を行った該当者の

決勝タイムへタイムを加算することができる。タイム加算の基準については、付則 B に記載する。 

（６）出場停止（失格） 

出場停止（失格）は NSGTA 大会審査委員会が競技規則第１２項に基づき、重大な反則行為を行った該当者

に行うことができる。出場停止（失格）はその対象となったものが競技大会の１競技または複数競技の参加

から除外されるものである。 

（７）資格取消 

  資格取消は NSGTA 主催の一切の競技に参加する権利を剥奪するものである。資格取消は極めて重大な違反 

に対し、NSGTA によってのみ宣告できるものである。 

（８）累積による各チームへのペナルティ 

各チームに所属するドライバーが、レースにおいて各チームに所属するドライバーが、レースにおいて

NSGTA が重大なペナルティと判断した罰則を行った回数に応じて、各チームのすべてのマシンに以下の重

量を積載させることとする。 

３回目⇒5kg ５回目⇒15kg ７回目⇒30kg ８回目以降⇒チームの参加資格停止 

１４．異議申立て及び再審 

（１）全ドライバーは NSGTA 大会審査委員会の裁定に不服がある場合、裁定の発表から２４時間以内に異議申 

立て及び再審を請求できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



付則 A 参戦車両の初期性能について（2012.10.27 現在） 

※GT500 クラスは昨シーズンチャンピオンのロックタイト無限 NSX’01 の 500ps・1100kg を基準として調整 

※GT300 クラスは昨シーズンチャンピオンのウェッズスポーツ CELICA を 300ps・1100kg を基準として調整 

※ターボ装着特認車両は強制ではないのでつけなくても構いません 

※最低車重特認車両は強制です。違反している車は車検を通過できません。 

・GT500 クラス－全 35 台（赤字はすでに参戦が決まっている車） 

№1  ニッサン ペンズオイルニスモ GT-R’99（ターボ装着特認車両） 570ps・1200kg 

№1  ニッサン ロックタイトゼクセル GT-R’00（ターボ装着特認車両） 525ps・1100kg 

№3  ニッサン イエローハット YMS トミカ GT-R’08 505ps・1100kg 

№12  ニッサン カルソニックスカイライン’00（ターボ装着特認車両） 525ps・1100kg 

№12  ニッサン カルソニック IMPULGT-R’08 505ps・1100kg 

№22  ニッサン モチュールピットワーク Z’04（ターボ装着特認車両） 510ps・1100kg 

№22  ニッサン モチュールオーテック GT-R’08 505ps・1130kg 

№22  ニッサン ザナヴィヒロト GT-R’01（ターボ装着特認車両） 525ps・1100kg 

№23  ニッサン ペンズオイルゼクセル GT-R’01（ターボ装着特認車両） 525ps・1100kg 

№23  ニッサン ザナヴィニスモ GT-R’03 505ps・1100kg 

№23  ニッサン ザナヴィニスモ Z’06 510ps・1100kg 

№23  ニッサン ザナヴィニスモ GT-R’08 505ps・1100kg 

№24  ニッサン WOODONE ADVAN Clarion GT-R’08 525ps・1100kg 

№1  ホンダ ロックタイト無限 NSX’01 500ps・1150kg 

№8  ホンダ ARTANSX’00（ターボ装着特認車両） 520ps・1150kg 

№8  ホンダ ARTANSX’06 505ps・1100kg 

№16  ホンダ カストロール無限 NSX’00（ターボ装着特認車両） 520ps・1150kg 

№18  ホンダ TAKATA 童夢 NSX’03 500ps・1170kg 

№18  ホンダ TAKATA 童夢 NSX’06 505ps・1100kg 

№32  ホンダ EPSONNSX’08 510ps・1150kg 

№64  ホンダ Mobil1NSX’01 500ps・1150kg 

№100  ホンダ レイブリック NSX’00（ターボ装着特認車両） 520ps・1150kg 

№100  ホンダ レイブリック NSX’06 505ps・1100kg 

№6  レクサス エネオス SC430’06 530ps・1100kg 

№35  トヨタ イエローハット YMS スープラ’05 520ps・1100kg 

№35  レクサス バンダイディレッツァ SC430’06 525ps・1100kg 

№36  トヨタ カストロールトムススープラ’97 515ps・1150kg 

№36  トヨタ カストロールトムススープラ’00（ターボ装着特認車両） 515ps・1100kg 

№36  トヨタ カストロールトムススープラ’01（ターボ装着特認車両） 515ps・1100kg 

№36  トヨタ WOODONE トムススープラ’03 510ps・1100kg 

№36  レクサス ペトロナストムス SC430’08 520ps・1100kg 

№38  トヨタ au セルモスープラ’01（ターボ装着特認車両） 510ps・1100kg 

№39  トヨタ デンソーサードスープラ’00（ターボ装着特認車両） 515ps・1100kg 

№39  レクサス デンソーダンロップサード SC430’08 520ps・1100kg 

№88  ランボルギーニ ノマド・ディアブロ GT-1’00 530ps・1200kg 



・GT300 クラス－全 34 台（赤字はすでに参戦が決まっている車） 

№19 トヨタ ウェッズスポーツ CELICA’03 300ps・1100kg 

№19 レクサス ウェッズスポーツ IS350’08 330ps・1150kg 

№31 トヨタ スーパーオートバックス MR-S’00 300ps・1125kg 

№7 マツダ 雨宮アスパラドリンク RX-7’04 300ps・1100kg 

№7 マツダ 雨宮アスパラドリンク RX-7’06 300ps・1100kg 

№77 スバル クスコスバル ADVAN インプレッサ’03 310ps・1100kg 

№77 スバル クスコ DUNLOP スバルインプレッサ’08 315ps・1100kg 

№51 ニッサン C-WEST レッツォシルビア’01（ターボ装着特認車両） 365ps・1150kg 

№43 オートバックス ARTA ガライヤ’03 300ps・1125kg 

№43 オートバックス ARTA ガライヤ’08 310ps・1175kg 

 DTM 190 E 2.5 - 16 エボリューション IIツーリングカー '92（最低車重特認車両） 325ps・1080kg 

 DTM 1552.5V6TI'93 330ps・1100kg 

 DTM A4 ツーリングカー'04 320ps・1100kg 

 DTM TT-R ツーリングカー'02 315ps・1100kg 

 DTM CLK ツーリングカー'00 310ps・1100kg 

 DTM アストラツーリングカー'00 315ps・1100kg 

 DTM カリブラツーリングカー'94 325ps・1100kg 

 BMW M3GTR レースカー’01 315ps・1120kg 

 マツダ RX-7LM レースカー 300ps・1100kg 

 マツダ RX-8 コンセプト LM レースカー 310ps・1100kg 

 レクサス IS200GT-1 レースカー’04（BAT-GT 選手権）（ターボ装着特認車両） 370ps・1100kg 

 BMW 320i ツーリングカー’03（ターボ装着特認車両） 360ps・1140kg  

 アキュラ NSXRM’91 320ps・1100kg 

 三菱 ランサーエボリューションⅨRM’05 370ps・1100kg 

 レクサス IS F RM’07 335ps・1185kg 

 スバル インプレッサスーパーツーリングカー 310ps・1100kg 

 スバル インプレッサ TC 360ps・1140kg 

 三菱 FTO スーパーツーリングカー（最低車重特認車両） 310ps・1080kg 

 マツダ RX-7 ツーリングカー（最低車重特認車両） 305ps・1075kg 

 シボレー コルベット Z06(C6)RM’06 300ps・1100kg 

 日産 ファルケン☆GT-R レースカー’04 350ps・1360kg 

 アウディ R8LMS レースカー（Team Playstation）’09  325ps・1300kg 

 日産 350Z コンセプト LM レースカー 300ps・1120kg 

 トヨタ アルテッツァツーリングカー（最低車重・ターボ特認車両） 340ps・1090kg 

 



付則 B ペナルティの基準について 

・ﾌｫｰﾒｰｼｮﾝﾗｯﾌﾟ中の追突・接触・・・（該当クラススーパーラップにおけるファステストの秒数）加算 

・タイヤの使用義務違反・・・（該当クラススーパーラップにおけるファステストの秒数）加算 

・スタート時のジャンプスタート、FL の最終コーナー立ち上がり後における 10km/h 以上の制限速度違反 

・・・（該当クラススーパーラップにおけるファステストの秒数）加算 

・フォーメーションラップ中のスピン・コースオフ・・・FL 続行、当該車両は最後尾スタート 

・ピットイン・アウト時のホワイトラインカット・・・最終タイムに１５秒加算 

・コース逸脱ペナルティ・・・負荷加算方式累積ペナルティ[0.5^(7/4-3n/7)]秒加算（n＝逸脱回数） 

（やむを得ない場合を除き、規定されたコースを逸脱する走行ラインをとった時に適用される） 

 （またコースを逸脱しオーバーテイクを行った際にはさらに５秒のペナルティが適用される） 

・ダメージが発生するような接触を伴った際には、該当マシンの走行している状況等を鑑みて、レース後 NSGTA 

大会審査委員会を開き、場合によっては競技規則第 13 項（３）B 以上のペナルティ裁定を下す。 

・予選 Q1、Q2（スーパーラップ）におけるペナルティは GT5 内のペナルティ基準に準ずる。 

・その他レースの進行上問題となる行為が行われた際には、その都度 NSGTA 大会審査委員会が当該行為を審議 

するものとする。 

・車両規則第２項及び付則 A 項の車両性能に違反した場合は失格とし、当該レースにおけるすべての記録を抹消 

する。 

 

○レース日程（予定） 

第０戦 富士スピードウェイ F・合同テスト 【300】3/31(土)・【500】4/1(日) 

第０戦 ニュルブルクリンク GP／F・150km レース 【300】4/28(土)・【500】4/29(日) 

第１戦 富士スピードウェイ GT・150km レース 【300】5/19(土)・【500】5/20(日) 

第２戦 ロードコースインディ・150km レース 【300】6/23(土)・【500】6/24(日) 

第３戦 NSGT ｻﾏｰｽﾍﾟｼｬﾙ・鈴鹿 300km レース（晴） 【300】8/4(土) ・【500】8/5(日) 

第４戦 スパ・フランコルシャン 150km レース 【300】9/15(土)・【500】9/16(日) 

第５戦 富士スピードウェイ F・150km レース 【300】11/10(土)・【500】11/11(日) 

第６戦 鈴鹿サーキット・150km レース（雨） 【300】12/8(土)・【500】12/9(日) 

第７戦 ニュルブルクリンク GP／F・150km レース 未定 

 


