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　必ずご一読ください



フラットレーサーズ事務局

2023 年 3 月 18 日 ( 土 )

2023 年３月 19 日 ( 日 )

開催日：

開催場所： 大洗サンビーチ海水浴場
〒311-1305

茨城県東茨城郡大洗町大貫町 地先 

大洗サンビーチ海水浴場

一般駐車場利用時間： 24 時間

パドック内駐車場利用時間： １８日（土）6 時から 17 時００分

１９日（日）5 時 30 分から 17 時３０分

※パドック内での車中泊は禁止です。

※駐車の誘導は、スタッフの指示にしたがっ

　てください。

MAIL: ftr@flatracers.com

WEB: https://fratracers.com/

※パドック内の駐車はスポンサー以外の

　方は先着順となります。

一般入場時間：

※エントリー者のみ

2023 年 3 月 18 日（土）8 時４５分から 17 時 00 分

2023 年 3 月 19 日（日）8 時 15 分から 17 時 30 分

一般入場料： 1,000 円

※1,000 円の利用料金がかかります。
　渋滞緩和の為、1,000 円札のご用意を
　お願い致します。

利用料金：７時から15時まで

普通車/1,000円

中型車/1,300円

大型車/3,000円

二輪車/400円



ご挨拶

こ の 度 は「 S U N  B E A C H   S A N D  F L A T S  

RACES  2023」にエントリーくださり誠にあり

がとうございます。 レースにご参加される皆様には

イベントを事故や怪我なく楽しんで頂くため、下記

注意事項を「必ずご一読」 くださいますようお願い

申し上げます。

車両の整備

参加されるご自身の愛車の整備を改めて実施して頂

きますようお願いいたします。激しいオイル漏れは、

大洗海岸を汚してしまう原因になります。オイル漏

れの著しい車両は事前に「オイルパン」「ブリーザー

タン ク」等の装着をお願いいたします。車両の整

備はあくまでも自己責任のもと実施してください。

参加の服装

「長ズボン」「長袖」「グローブ」「ヘルメット ( 顎紐着

用 )」の装備は必須です。

参加者受付

イベント参加者は 19 日 7:30 までに本部テントに

て受付を済ませてください。万が一済ませていない場合は

不戦敗となりますのでご注意ください。

入場時間

イベント参加者は 19 日 は 5:30〜7:30 までに必

ず入場してください。

サポートメンバー

一般エントリーはサポート二人目から入場料を一人

1000 円いただきます。



入場方法・会場でのマナーについて

駐車 PASS 
駐俥 PASS は予め画像をプリントアウトしていただきイベ

ント会場入口スタッフにご提示（ダッシュボードフロント

ガラス越しに見えるように）ください。当日は駐俥 PASS

提示をもとに、参加者専用駐車場へとご誘導致しますので

お忘れのないようお願いいたします。

近隣店舗や施設、路上駐車は固く禁止いたします。

車両搬入について

車両搬入 ( 積み下ろし ) についても「駐車 PASS」の画像

の提示をもとにスタッフが誘導 いたします。乗り入れ、搬

入、駐車など車両を移動する際は、スタッフの指示に従っ

てください。

車中泊等について
パドック内での車中泊は禁止です。前夜からパドック内へ

ご来場しての車中泊はおやめください。18 日 17 時から

19 日 5 時 30 分までは立ち入り禁止となります。（警備員

在中）

パドック内外での焚き火など火を起こす行為は禁止となっ

ております。

車両事故・盗難等
イベント会場内での事故、盗難等の被害につきましては一

切責任を負いかねます。会場内、駐車場での移動には事故

等起こさないよう十分お気をつけください。又財布、貴重

品などの管理はご自身にてお願いいたします。



- 注意事項 -

飲酒運転禁止

「飲酒運転」並びに会場内への酒類の持ち込みは固く禁止

いたします。飲酒または酒気帯び運転と運営側が判断した

場合、出場の取りやめ、イベント会場 から御退場頂きま

すので、予めご了承頂きますようお願いいたします。

会場外での練習走行厳禁

イベント会場外の一般道での練習走行・危険行為・危険運

転・迷惑行為は固く禁止いたします。過度の空ぶかし等騒

音にも十分ご配慮ください。なお、それらの行為は 地域

住人など他の方々の迷惑になる他、道交法の適用により厳

しく罰せられますのでご注意ください。同等行為の発見及

び報告が入った場合は、出場の取りやめ・イベント会場か

ら御退場頂きますので、予め ご了承頂きますようお願い

いたします。

イベント実施の判断

雨天の場合でも走行可能であれば実施いたします。但し荒

天 ( 台風や嵐、高波による砂浜での走行不能状態、 行政判

断での通行止め等 )、新型コロナウイルスによる感染拡大

による判断、他未曾有の事態により、やむ を得ずイベン

ト実施を中止する場合がございます。

イベント実施の判断については 3 月５日 ( 日 ) 正午に公

式サイト及び公式 Instagram で発表いたします。 止むを

得ずイベントを中止した場合も「参加費のご返金はできま

せん」。 ほか、交通費、旅費等の補償も主催者では行えま

せんので予めご了承ください。



TIME SCHEDULE

19
SUN

参加者受付開始

参加者ゲートクローズ

ライダーズミーティング

参加者受付終了

一般ゲートオープン

45 CLASS

80 CLASS

OPEN CLASS

4 BANGER CLASS 

FLAT HEADV8 CLASS

EXHIBITION CLASS

表彰式

参加者ゲートオープン

ゲートクローズ

5:30

7:45

8:15

8:30

13:00

15:00

16:00

17:30

7:30

18
SAT

参加者受付開始

一般ゲートオープン

参加者ゲートオープン

ゲートクローズ

練習走行（二輪）

練習走行（四輪）

練習走行（二輪）

練習走行（四輪）

17:00

6:00

8:45

9:00

10:30

12:30

14:00

ゲートオープン前、ゲートクローズ後には施錠されますので入場できません。

時間は前後すると思いますので会場アナウンスに従ってください。

予選 45、80、OPEN は 3 レーン。EXHIBITION は全て 1 レーンになります。

19 日 7:30 までに受付を済ませないと不戦敗となりますのでご注意ください。

注意

※要事前予約

※パドック内駐車場での車中泊　
　及び BBQ等は一切出来ません。

※ゲートクローズ後、翌朝までパ
　ドック内には入れません。

※受付後練習走行を行ってください。

45 CLASS

80 CLASS

OPEN CLASS

4 BANGER CLASS 

FLAT HEADV8 CLASS

EXHIBITION CLASS

45 CLASS

80 CLASS

OPEN CLASS

4 BANGER CLASS 

FLAT HEADV8 CLASS

EXHIBITION CLASS



コースコース

本部テント

WC
WC

参加者駐車場

至 ひたちなか

至 国道 51 号線

・受付けは、本部テント（上記エントリ―受付）で行います。
・会場に着きましたら、パドック位置に駐車してから本部テントに徒歩でお越し頂き、
　受付を完了してください。
・受付時にトーナメント組合せのくじを引いていただきます。
・車両は、指示があるまでパドック位置で待機をお願い致します。
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レース車両
待機パドック

立入禁止エリア





一般エントリーパドック

通　路

通　路

通　路

通　路

↑

※１ブース横6ｍ×縦7ｍとなります。

※通路幅は７ｍとなります。



新型コロナウイルス感染症対策について

「SUNBEACH SAND FLATS RACE 2023」では安全

なイベント開催のため、新型コロナウイルス感染症対策を

徹底 し、ご参加の皆様、ご来場の皆様、スタッフの人命

を第一とした運営を行います。ご参加される皆様におき 

ましては、当イベント方針に則り、感染症対策を講じて頂

きますようお願い申し上げます。

体調不良時はご欠場ください

イベント当日に体調不良を感じた場合は、すみやかに欠場

を申し出てください。ご自身のみならず、他者の人命 及

び健康状態へ悪影響を与えかねない近況を理解し、安全な

イベント開催を第一に考えた英断をお願い申し 上げます。

また、新型コロナウイルス感染症陽性と判断された者とイ

ベント開催日の 10 日以内に濃厚接触 が発覚した場合も、

すみやかにフラットレーサーズ運営事務局に報告しご欠場

ください。

イベント開催 10 日前の体調異常・海外

への渡航はご報告ください
イベント開催日までの 10 日間以内で、37.5 度を超える

発熱、咳 ( せき ) やのどの痛みなどの症状 だるさ ( 倦怠

感 )、嗅覚や味覚の異常があった場合、政府から入国制限

及び入国後の観察期間を必要とされている国 等への渡航、

または当該在住者との濃厚接触があった場合 ( 新型コロナ

ウイルス感染症陰性を確認できる場合 は応相談 ) は、す

みやかに運営事務局に報告し、ご欠場ください。
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