
 

 

 

 

 

FEEVIL 沖縄走行会 

 

 

初めてのサーキット走行はこの走行会から始めよう！！ 

 

 

 

  



 

開催趣旨： 

◆人材の発掘、育成を兼ね、なによりバイクの《楽しさ》を知って

もらう 

◆初めてのサーキット走行で走り方がわからない初心者も、レース

経験者も、国際ライダーがアドバイス 

◆幅広い車両にテクニカルアドバイザーがサポート 

◆色んな走行会やレースを開催するために必要不可欠なコースス

タッフの人材、経験の向上を目指す 

キッズや体験カテゴリー、サーキット初心者の街乗りライダーから

S１グランプリ参加者まで一堂に参加できる走行会を目指します！ 

 

・国際ライダー  

合同会社 FEEVIL沖縄代表兼ライダー 仲村優佑 

合同会社 FEEVIL沖縄所属ライダー 仲村瑛冬 

・テクニカルアドバイザー 

  沖縄グローバルライダー育成協議会理事長 仲村幸之助 

 カスタムショップスパイス代表(Ｓ１ＧＰ沖縄主催) 嘉数明 



参加条件 

◎落下物等がなく安全に走行できるよう整備された車両である事。 

◎公道走行可の車輌（保安パーツ取り外しや保護等、走行条件がご

ざいます。テクニカルの指示に従ってください。） 

スポーツタイプ ～２５０ｃｃ モタード ～４５０ｃｃ 

※サーキット内の音量制限がある為、音量測定をお願いする場合

がございます。規定音量を超える場合、走行禁止です。 

◎S1 グランプリ出場車両・レーサー 

※サーキット内の音量制限がある為、出場車両以外の車両は音量

測定がございます。規定音量を超える場合、走行禁止です。 

●全車両こちらから配布するゼッケンをつけて頂きます。アッパー

カウルなどがない車両はゼッケンプレートを各自準備してきてくだ

さい。 

タイム厳守さえすれば全てのクラスを走れます！ 

(KIDS,ミドルバイクを除きます) 

車検は基本的に行いませんので 車両の整備は各自の責任です。『ルール＆マナ

ー』に従って、オイル漏れやパーツのゆるみ等がないか、きちんと確認してく

ださい。 確認してもドレンボルトのオイル漏れが心配な方は、受付で配布す

るアルミテープを貼ってください。 

  



 

■キッズクラス 

小学生以下を対象にしたクラスです。参加台数や参加人数により当

日に走行クラスがなくなることもございます。更に、車両や装備品

の貸し出しについても開催日ごとに変更があります。参観希望の方

は（090-6859-9916 仲村）お問い合わせの上ご参加くださ

い。 

■ミドルバイククラス 

公道車両や S1 グランプリのクラスでは走れない排気量車両のクラ

スです。ここでは初めての参加者も並走します。レース経験者の

方々は節度ある走行をお願いします。参加台数や参加人数により当

日にクラスがなくなることもございます。ダブルエントリーをご検

討の方もエントリー時に併せてお伝えください。 

 

■エンジョイクラス 38 秒～ 

ナンバー付きミニバイク、初めてのミニバイクはこちらから走行を

はじめてください。テクニカルアドバイザーの指示に従って車両整

備を行い、ライディングアドバイザーから初心者講習を受けた上コ

ースインするようにしてください。 



■Cクラス 37 秒台、36 秒台 

■Bクラス 35 秒台、34 秒台 

■Aクラス 33 秒台 

■Sクラス 32 秒台～ 

※参加時は自己申告でクラス分けを行います。クラスが分からない

からといってタイム計測は致しません。いきなり速いクラスより遅

いクラスから参加してください。 

 

１．追い越しを楽しむ目的で遅いクラスへ入ることは厳禁です。 

２．セッティング、仲間と走る等の目的で遅いクラスに入る場合

は、そのクラスの基準タイムを厳守してください。 

3．各クラスの基準タイムに合わない走行は非常に危険ですので、

遅い場合も早い場合も走行を中止し、走行クラスの変更をお願

いします。 

 

※新しいサーキットでの新しい走行会です。走行回数を重ねるごと

にクラスのタイム基準が変更されることも予想されます。申し込み

時はクラス分けを毎回確認するようにしてください。 



料金 

◎キッズクラス １０分間３クール 参加費 2500 円 

小学生以下（初参加は保護者もしくは記入捺印済みの同意書持参の同伴者） 

 

◎ミドルバイククラス １０分３クール 参加費 2500 円 

 スポーツバイク ～２５０ｃｃ 

 モタード ～４５０ｃｃ 

※音量制限に従って規定を超える車両は走行不可 

保安パーツ、ナンバー取り外し、ライト類保護 

 

◎～38 秒台 エンジョイクラス 10 分 6 クール 参加費 5000 円 

 ナンバー付きミニバイク 

 

◎３７秒～36 秒台 Ｃクラス 10 分 6 クール 参加費 5000 円 

  

◎35秒～３４秒台 B クラス 10 分 6 クール 参加費 5000 円 

 

◎3３秒台     A クラス 10 分６クール 参加費 5000 円 

 

◎32秒～    S クラス 10 分 6 クール 参加費 5000 円 

 

各クラスタイムで走行する際は、どのクラスを何回走行することが可能 

クラスタイムは厳守 守れない参加者は即コースアウト 

 

 

＊参加車両台数等により、当日に各クラス秒数やクール数等変更あり 

 

 

当日エントリー 8：00 締め切り  

 

キッズクラス・ミドルバイククラス 各 3000 円（事前受付台数によっては当

日中止も予想されます。必ずお問い合わせの上お越しください。090-6859-

9916 仲村） 

 

エンジョイ/S/A/B/Ｃクラス 各 6000 円 



フラッグについて 

■黄旗（イエローフラッグ） ・コース上に危険（転倒等）あり。

追越禁止。減速して危険を回避  

■赤旗（レッドフラッグ） コース内が危険な状態またはケガ人・

車両回収等のため、走行中断。追越禁止でスムーズにピットイン。 

コース上に問題があり安全な走行が出来ない。オイル漏れの可能性

や落下物がある時などにも中断する場合があります。 

■緑旗（グリーンフラッグ、シグナル）  

スタートラインでのみ掲示。コースが走行可能な状態であることを

示す  

■□■チェッカー スタートラインでのみ振られます。走行終了。

追越禁止でスムーズにピットイン。  

■●■オレンジボール この走行会では特に重要な旗です！ 

（黒旗の中央にオレンジ玉）  

走行スピードがクラスに合っていない、車両の異常など 旗を出さ

れたライダーはすみやかにピットインし、ポスト員に原因を確認す

る 

  



参加者ピットについて 

1． 屋根付きピット： 1 番以外を先着順で使用可。場所取りは

厳禁とします。多くの皆様にサーキットを体験していただき

たいので節度ある行動をお願い致します。 

 

2． 屋根なしピット： 先着順でサーキット運営者の指示に従い

使用してください。 

 

3． トランポ駐車場 サーキット運営者の指示に従い移動してく

ださい 

 

4． テント・イス等 

使用できます。椅子等の持込みは参加者優先でお願いします。 

  



タイムスケジュール 

※ブリーフィングはライダー全員受けてください。 

 

 

TIME TIME
13:00

10
20

7:30 ゲートオープン 30
40
50

8:00 受付開始 14:00
10
20
30

8:45 ブリーフィング 40
受けないと関西弁の雷が落ちます 50

9:00 15:00
10 10
20 20
30 30
40 40
50 50

10:00 16:00 走行会終了
10
20
30
40
50

11:00
10
20
30
40
50

12時～13時　お昼休憩

走行

ピット取りで早めに来る方は近
隣住民の邪魔にならないように

してください。

※30分までに受付完了しなけ
れば9時台の走行は禁止しま
す。時間厳守お願いします

走行

走行

走行

走行

走行

お借りした場所は『借りた時
よりキレイにして返す』を
モットーにそそくさとみんな

で片付けましょう



参考走行スケジュール表 ※毎回この通りではありません 

9:00 S 13:00 C
10 A 10 B
20 B 20 A
30 C 30 S
40 エンジョイ 40 ミドルバイク
50 エンジョイ 50 KIDS

10:00 C 14:00 エンジョイ
10 B 10 C
20 A 20 B
30 S 30 A
40 エンジョイ 40 S
50 C 50 エンジョイ

11:00 B 15:00 C
10 A 10 B
20 S 20 A
30 エンジョイ 30 S
40 ミドルバイク 40 ミドルバイク
50 KIDS 50 KIDS  

12：00～13：00 は走行禁止 

※参加台数により当日変更があります。 

  

  



変更等の情報について 

朝のミーティングや場内アナウンスでお知らせします。現地で発表

される内容が最優先です。 

分からない事は まず『ルール＆マナー』で確認し、記載がない場合

は、スタッフに尋ねて下さい。 

 

見学者の皆様へ 

・見学自由です。2 階のテラスからはサーキットコース全体が見渡

せます。 

・入場無料です 

・質問等がありましたら、１番ピットの受付へお越しください。 

 

 

参加申し込み・お問い合わせ 

feevilokinawa@gmail.com 

090-6859-9916 仲村 

mailto:feevilokinawa@gmail.com

