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はじめに 

 JeGT 実行委員会および JeGT を主管する NGM 株式会社（以下、主催者）は、主催する e モーター

スポーツ大会「AUTOBACS JeGT GRAND PRIX 2020 Series（以下、JeGT）」における「TEAM 

BATTLE（以下、チーム戦）」に参加いただくチームを募集します。 

 JeGT のチーム戦に出場するチーム（以下、エントラント）、およびエントラントに所属するメンバー

およびその関係者（以下、参加者）は、「AUTOBACS JeGT GRAND PRIX TEAM BATTLE（チーム

戦）に関する規約（以下、本規約）」および主催者が別途定めたルール等に同意し、また遵守すること

を約束したものとみなされます。 

 なお、本規約の内容は、JeGT を公平かつ円滑に行うため、適宜変更する場合があります。 

 

１．大会の実施概要 

１．１ 予選ラウンドとラウンドファイナルの実施形式 

 JeGT のチーム戦は、4 回の予選ラウンドおよび 1 回のラウンドファイナルの計 5 回のラウンドを実

施します。 

 予選ラウンドは各エントラントおよび参加者がそれぞれの拠点から参加するオンライン形式で行い、

ラウンドファイナルは主催者、各エントラントおよび参加者、観客等が同一の会場に集結するオフラ

イン形式、または観客を除いた関係者が集結するセミオフライン形式で実施します。 

 以下、本規約におけるラウンドファイナルに関連する事項はすべてオフライン形式での開催を前提と

して記載します。 

 

１．２ 大会スケジュール 

 JeGT の予選ラウンドは、事前収録を行い、編集作業等を経て各指定日に YouTube などの動画配信サ

イト等を経由して公開します。 

 ラウンドファイナルは、会場への観客動員のほか、YouTube などの動画配信サイト等を経由して生配

信を行います。 

  ・予選ラウンドの実施日程（ラウンド名：事前収録日→動画公開日） 

   ラウンド１：2020 年 12 月 2 日(水)→2020 年 12 月 20 日(日) 

   ラウンド２：2020 年 12 月 9 日(水)→2021 年 1 月 10 日(日) 

   ラウンド３：2021 年 1 月 20 日(水)→2021 年 1 月 31 日(日) 

   ラウンド４：2021 年 2 月 10 日(水)→2021 年 2 月 21 日(日) 

  ・ラウンドファイナルの会場・実施日程（予定） 

   会場：REDEE（〒560-0826 大阪府吹田市千里万博公園２丁目１ EXPOCITY 内） 

日程：2021 年 3 月上旬 ※確定次第お知らせします。 

 

１．３ 使用タイトル 

 JeGT では、PlayStation🄬4 用ソフトウェア「グランツーリスモＳＰＯＲＴ」（以下、GTS）を競技タ



イトルとして使用します。 

 

１．４ 使用車両 

 JeGT のチーム戦では、全ラウンド・全レースを通じて GTS 内の車両カテゴリー「Gr.3」に登録され

ている車両（以下、参戦車両）から 1 種類を選択し、登録・使用することとします。登録後の車両変

更は認められません。 

 また、各エントラントは自らの参戦車両に GTS 内のリバリーモードを使用してカラーリングやデカ

ール素材の貼付等を行い、当該エントラントの参戦車両であることが明確にわかるようにしてくださ

い。 

 

２．エントリー条件 

２．１ エントリー資格 

 JeGT のチーム戦には、以下のいずれかの要件を満たすチームがエントリー可能となります。 

  ①既存のモータースポーツに参戦中のレーシングチーム 

  ②自動車関連企業を母体とするチーム 

  ③その他主催者が別途認定するチーム 

  上記に該当しない一般企業やコミュニティチーム、ゲーミングチーム等は、原則として①②のいず

れかと合同エントラントを構成することで出場可能となります。 

 

２．２ エントリー料および参戦にかかる経費 

 エントリー料は無料です。 

ただし、チーム戦の出場にかかる経費（機材費、旅費、交通費、参加者への報酬等）はすべてエント

ラントの負担となります。 

 

２．３ 募集定員 

 JeGT のチーム戦は、最大で 20 チームを募集します。 

 

２．４ エントリー方法 

 別紙のエントリー用紙に必要事項を記入し、主催者に提出をしてください。 

 記入内容に不備がある場合、出場を認めないことがあります。 

 

２．５ エントリー期限 

 2020 年 11 月 9 日(月)の 18:00 をエントリー期限とします。 

 各エントラントのドライバー登録は、11 月 27 日(金)18:00 までに完了してください。 

 募集定員である 20 チームに達した場合、その時点でエントリーを締め切ります。 

 また、エントリー期限後も募集定員に達していない場合は、2020 年 12 月 1 日(火)～2021 年 1 月 8 日

(金)の 18:00 までを「追加エントリー期間」として設定します。 



 「追加エントリー期間」にエントリーしたチームは、予選ラウンド３以降の出場となり、出場するラ

ウンドの事前収録日の 10 日前までにドライバー登録を完了してください。 

 11 月 10 日(火)～11 月 30 日(月)の期間は、チーム戦の募集定員に空きがある場合でもエントリーの

受付を行いません。 

  

２．６ ユニフォーム 

 各エントラントは、各ラウンドに出場する参加者全員に、自らのエントラントの参加者であることが

わかるユニフォームを着用させる必要があります。 

  例）エントラント固有のロゴマークが貼付されたレーシングスーツ、つなぎ服、T シャツ等 

 なお、ユニフォームは各エントラントで統一されたレーシングスーツまたはつなぎ服であることを推

奨しますが、それに限りません（統一されたものであれば T シャツやブルゾン等でも可能です）。 

 

２．７ ゼッケンについて 

 各エントラントは、エントリー時に１～９９９のゼッケンナンバーを希望順に 3 つまで指定し、提出

してください。他のエントラントと希望ナンバーが重複した場合は、希望順が高い方を優先し、希望

順も重複している場合は個別に連絡して調整します。また、指定したナンバーが、重複の有無にかか

わらず、既存のモータースポーツで他のエントラントを象徴するものである場合、使用をお断りし、

別の希望ナンバーの再提出をお願いすることがあります。 

 

２．８ 予選ラウンドの出場回数 

 各エントラントは、4 回実施される予選ラウンドのうち 3 回以上出場しなければなりません。 

 全予選ラウンドの終了後、出場回数が 2 回以下のチームは、それまでに獲得したポイントの多寡にか

かわらず、ラウンドファイナルへの出場権を失効します。 

 ただし、本条 5 項に定める「『追加エントリー期間』にエントリーしたチーム」は、必然的に予選ラ

ウンドの出場回数が 2 回以下となりますので、獲得したポイントの失効はありません。 

 

２．９ 予選ラウンドに必要な機材の準備 

 各エントラントおよび参加者は、オンライン形式での実施となる予選ラウンドに出場するため以下の

機材を準備する必要があります。 

  ①ゲーム機 

   PlayStation🄬4（Pro を推奨）およびグランツーリスモＳＰＯＲＴ 

  ②コントローラー（以下 AB のいずれか） 

   A.ハンドルコントローラー（メーカー等不問） 

   B.PlayStation🄬4 純正コントローラー（DUALSHOCK 4） 

③インターネット回線 

   オンライン対戦に遅滞なく参加できる回線（有線かつ光回線を推奨）が必要です。 

   接続不備が生じた場合、失格となることがあります。 

④Zoom が使用可能なデバイス 



   カメラ付き PC、タブレット、スマートフォン等（PC を推奨） 

⑤PlayStation™Network アカウント 

   エントラント名が明確にわかるアカウントをエントラントおよび参加者側にてご用意ください。 

 ラウンドファイナルはオフライン形式のため、主催者が統一の機材を手配します 

 

３．賞金 

３．１ 賞金額の内訳 

 チーム戦の賞金総額は 300 万円となり、以下の内訳で進呈します。 

 優勝：150 万円 準優勝：100 万円 第 3 位：50 万円 

 

３．２ 賞金の受け取りについて（10 月 15 日現在、調整中事項） 

 チーム戦の賞金については、エントラント単位に進呈することを予定していますが、賞金を受け取っ

たエントラントが参加者（ドライバーではないスタッフ等を含む）に配分することなどについて、法

的観点を含めその可否を確認中となっています。 

 方針が決定次第案内いたしますので、今しばらくお待ちください。 

 

４．ドライバー登録 

４．１ 登録人数 

 １つのエントラントにつき、2 名以上、5 名以下のドライバーを登録してください。 

 11 月 9 日(月)の 18:00 までにエントリーをしたチームは 11 月 27 日(金)までに、「追加エントリー期

間」にエントリーをしたチームは次回出場するラウンドの事前収録日の 10 日前までにドライバー登

録を完了してください。 

 

４．２ 登録が必須となるドライバー 

 以下に該当するドライバーの登録が、1 名以上必要となります。 

  ①レーシングチームが母体のエントラント：所属契約を結ぶレーサー 

  ②自動車関連企業が母体のエントラント：当該企業の役員または従業員 

 1 名に限らず、複数名の登録も可能です。 

 上記ドライバーの登録があれば、それ以外のプロレーサーのスポット参戦等も可能です。 

 

４．３ JeGT 認定ドライバー（以下、認定ドライバー）の所属・登録 

 認定ドライバーA：1 エントラントにつき 2 名まで 

 認定ドライバーB：制限なし 

 ※上記 AB の区分については、別紙「AUTOBACS JeGT GRAND PRIX JeGT 認定ドライバーに関

する規約」を参照ください。 

 



４．４ 公式シリーズ期間中の登録追加・変更 

 公式シリーズ期間中でも、エントラント内で新たなドライバーを追加することが可能です。ただし、

追加登録から 10 日間は各ラウンド（事前収録）への出場はできません。 

  例)2020 年 12 月 4 日(金)に追加登録されたドライバーは、事前収録日が 12 月 9 日(火)となる予選

ラウンド２は出場できません。 

 すでにエントラント内で上限となる 5 名のドライバー登録を行っている場合、新たなドライバーは追

加ではなく既存登録者から変更（入れ替え）する形としてください。変更（入れ替え）は最大で 2 名ま

でとし、以降の変更は認めません。 

 

４．５ JeGT ドラフト会議による所属・登録 

 認定ドライバーA を指名対象とする JeGT ドラフト会議（以下、ドラフト）を、2020 年 11 月 10 日

(火)に開催します。 

 ドラフトで指名した認定ドライバーA との交渉を経た登録は、2020 年 11 月 27 日(金)までに行ってく

ださい。 

 ドラフトによる指名以外の方法で各エントラントに認定ドライバーA が所属することが可能となるの

は、2020 年 12 月 14 日(月)以降（予選ラウンド２の事前収録後）となります。 

 

４．６ シリーズ期間中の移籍、退団、入団について 

 別紙「AUTOBACS JeGT GRAND PRIX JeGT 認定ドライバーに関する規約」を参照ください。 

 

５．予選ラウンド 

５．１ ドライバー構成 

 予選ラウンドでは、4 条 2 項の①または②に該当するドライバー1 名以上を含む、2 名以上 3 名以下

で出場しなければなりません。 

 認定ドライバーA のみで予選ラウンドに出場することはできません。 

  

５．２ レース構成 

 予選ラウンドのレース構成は、以下の通りとします。 

  ①出場数が 12 チームの場合は、12 チームが一斉に出場し、3 レースを実施し、各レースの合計順

位およびタイムで予選ラウンドの最終順位を決定します。 

   ポイントは全 12 チームに対し、その順位に従って付与されます（本条 4 項参照）。 

  ②出場数が 13 チーム～20 チームの場合は、第 1 レースを 2 つのグループに分け、各グループの上

位 4 チームずつが予選ラウンドの決勝レースに進出します。また、各グループ 5 位以下のチーム

によるルーザーズレースを実施し、上位 4 チームが追加で決勝レースに進出します。 

   この合計 12 チームで決勝レースを実施し、その結果を基に予選ラウンドの最終順位を決定しま

す。 

   ポイントは決勝レースに進出した 12 チームにのみ付与し、決勝レースに進出できなかったチー



ムには付与されません。 

 

５．３ レギュレーション（2020 年 10 月現在、調整中事項） 

 各予選ラウンドのレギュレーションは、追って発表します（2020 年 11 月上旬予定）。 

 

５．４ 獲得ポイント 

 予選ラウンド 1 回あたりの獲得ポイントは、以下の通りとします。  

1 位 2 位 3 位 4 位 5 位 6 位 7 位 8 位 9 位 10 位 11 位 12 位 

25pt 18pt 15pt 12pt 10pt 8pt 6pt 5pt 4pt 3pt 2pt 1pt 

 

５．５ ラウンドファイナル進出条件 

 予選ラウンドで獲得したポイントの合計上位 8 チームがラウンドファイナルに進出します。 

 また、ラウンドファイナル出場権を持つエントラントが出場を辞退した場合、9 位から順に繰り上げ

出場となります。 

 

５．６ 使用機材 

 予選ラウンドはオンライン形式となるため、各エントラントおよび参加者が所有する機材での出場と

なります。コントローラー、ヘッドセット等に使用制限はありません。 

 

６．ラウンドファイナル 

６．１ ドライバー構成 

 ラウンドファイナルに出場できるのは、各エントラントに登録されている最大 5 名のドライバーのう

ち 2 名以上 3 名以下とします。 

 予選ラウンドと違い、4 条 2 項の①または②に該当するドライバーを含める必要はなく、認定ドライ

バーA のみでの出場も可能とします。 

 

６．２ レース構成（2020 年 10 月現在、調整中事項） 

 ラウンドファイナルのレース構成については、現在調整中です。決定次第お知らせします。 

 

６．３ レギュレーション（2020 年 10 月現在、調整中事項） 

 ラウンドファイナルのレギュレーションは、追って決定次第発表します。 

 

６．４ 使用機材 

 ラウンドファイナルの使用機材は、主催者がすべて手配します。なお、ハンドルコントローラーおよ

びヘッドセットの使用を必須とし、機材は以下となります。 

  ハンドルコントローラー：Logicool G G923 

       ヘッドセット：Logicool G PRO X シリーズ（詳細調整中） 



 

７．禁止事項 

各エントラントおよび参加者に対し、以下の行為を禁止します。各エントラントおよび参加者のいずれ

か 1 名でもこれらの行為に該当する、または該当するおそれがあると主催者が判断した場合、JeGT への

出場資格を取り消す場合があります。 

また、個人戦に出場した際に禁止行為によって出場資格を取り消されたドライバーが、チーム戦のエン

トラントにも所属している場合、当該エントラントのチーム戦への出場資格も取り消します。 

 ①主催者が JeGT を進行する上で必要な指示・要請等に従わず、大会進行の妨げとなる行為 

 ②主催者、第三者等に対し、誹謗中傷および著しく名誉や信用を傷つける行為、暴力行為、ハラスメン

ト行為（SNS 上での発言等の行為も含む） 

 ③主催者、第三者の権利侵害、または利益損害となる行為 

 ④主催者に対する虚偽の申請・報告を行う行為 

 ⑤JeGT への参加において取得したあらゆる権利（出場権、賞金受け取りの権利等）を第三者に譲渡、

売買する行為 

 ⑥JeGT を利用して不正な利益を得る行為 

 ⑦不正にレースを有利に進めるような機器、プログラム等の改変等のいわゆるチート行為 

 ⑧事前に登録されているドライバー以外が出場する行為 

 ⑨本規約 2 条 6 項に定めるユニフォームを着用せずに出場する行為 

 ⑩ゲームの不具合等を悪用した行為 

 ⑪その他、本規約に定める各事項に反し、主催者が不適当と認める行為 

 

８．個人情報の取り扱い 

各エントラントおよび参加者の個人情報については、主催者が取得し、JeGT の運営に必要な項目にのみ

使用します。法令等で別段の定めがある場合を除いて、本人の許諾なく第三者に開示、提供致しません。 

なお、法令による指示または本人の許諾により第三者に開示・委託する場合であっても、個人情報の安全

な管理が図れるよう、必要かつ適切な監督を行います。 

 

９．免責事項 

①ゲーム機およびゲームサーバー、ネット回線等のトラブル、天変地異、戦争、暴動等の発生、感染症の

流行等、主催者の責に依らない事象（以下、不可抗力）が発生した場合、JeGT の実施内容を変更、延期、

中断または中止する場合があります。不可抗力により、JeGT が正常に開催されないと判断した場合は、

賞金・賞品を進呈しない場合があります。また、不可抗力によりエントラントまたは参加者に生じた損害

について、主催者は責任を負わず、本大会への参加のためにエントラントおよび参加者が要した諸経費

の請求を受け付けません。  

 



②エントラントおよび参加者同士のトラブルや、エントラントおよび参加者が本規約に違反したことに

より生じた損害等について、主催者は責任を負いません。 

 

③本規約およびレースレギュレーション等に含まれていない事象が発生した場合、主催者にあらゆる決

定権があるものとします。 

 

④JeGT の開催を通じて、主催者および協賛企業、各種情報関係者等がエントラントや参加者に対して撮

影や関連画像・映像等の提供を求める場合があります。これらにより撮影、提供された画像、映像、記事

等を、主催者および協賛企業、各種情報関係者等が JeGT に関連する広報物等に使用することがあり、エ

ントラントおよび参加者はその使用を原則としてすべて認めることとします。 

 

⑤JeGT への出場または欠場により生じたエントラントおよび参加者の損害に関して、主催者は一切の責

任を負いません。 

 

⑥エントラントおよび参加者は、自らが起こした他のエントラントおよび参加者、または第三者とのト

ラブルについて、自らが解決し、主催者は一切の責任を負わないことをあらかじめ同意することとしま

す。 

 

⑦本規約の定めにかかわらず、本規約に関連して主催者がエントラントおよび参加者に損害を賠償する

場合、当該損害賠償の範囲は、通常生ずべき損害に限られるものとし、予見の有無にかかわらず、特別の

事情によって生じた損害、逸失利益、弁護士費用は含まないものとします。また、主催者がエントラント

および参加者に損害を賠償する金額は、金 10,000 円を上限とします。 

 

⑧JeGT に関して、エントラントおよび参加者に発生した損害が、主催者の明らかな故意または重大な過

失に起因する場合、本規約において主催者を免責し、または責任を制限する規定は適用しません。 

 

 


