
２０２０年全日本カート選手権カレンダー一覧 

  下線部：公示済カレンダーから変更となる開催日 

１）ＯＫ部門 

No 開催日 競技会名称 オーガナイザー 開催場所 

1 ７月１１日～１２日 全日本カート選手権 

ＯＫ部門 第１戦／第２戦 

レーシングチームあかつき 

有限会社サンアイプロジェクト 

オートパラダイス御殿場 

2 ９月１９日～２０日 全日本カート選手権 

ＯＫ部門 第３戦／第４戦 

有限会社茂原ツインサーキット 茂原ツインサーキット 

東コース 

3 １０月２４日～ 

２５日 

全日本カート選手権 

ＯＫ部門 第５戦／第６戦 

菅生スポーツクラブ スポーツランドSUGO 

西コース 

4 １１月１４日～ 

１５日 

全日本カート選手権 

ＯＫ部門 第７戦／第８戦 

株式会社モビリティランド ツインリンクもてぎ 

北ショートコース 

5 １２月１２日～ 

１３日 

全日本カート選手権 

ＯＫ部門 第９戦／第１０戦 

鈴鹿モータースポーツクラブ  鈴鹿サーキット 

国際南コース 

２）ＦＳ－１２５部門 

①東地域 

No 開催日 競技会名称 オーガナイザー 開催場所 

1 ７月２５日～２６日 全日本カート選手権 

FS-125部門 東地域 第１戦 

レーシングチームあかつき ツインリンクもてぎ 

北ショートコース 

2 ８月 ８日～ ９日 全日本カート選手権 

FS-125部門 東地域 第２戦 

チームケービーエフ 

有限会社セーフティーパーク本庄 

本庄サーキット 

3 ９月１９日～２０日 全日本カート選手権 

FS-125部門 東地域 第３戦 

有限会社茂原ツインサーキット 茂原ツインサーキット 

東コース 

4 １０月２４日～ 

２５日 

全日本カート選手権 

FS-125部門 東地域 第４戦 

菅生スポーツクラブ スポーツランドSUGO 

西コース 

5 １１月１４日～ 

１５日 

全日本カート選手権 

FS-125部門 東地域 第５戦 

株式会社モビリティランド ツインリンクもてぎ 

北ショートコース 

②西地域 

No 開催日 競技会名称 オーガナイザー 開催場所 

１ ３月１４日～１５日 全日本カート選手権 

FS-125部門 西地域 第１戦 

鈴鹿モータースポーツクラブ  鈴鹿サーキット 

国際南コース 

2 ７月１１日～１２日 全日本カート選手権 

FS-125部門 西地域 第２戦 

レーシングチームあかつき 

有限会社サンアイプロジェクト 

オートパラダイス御殿場 

3 ８月２２日～２３日 全日本カート選手権 

FS-125部門 西地域 第３戦 

有限会社ナガオカート 神戸スポーツサーキット 

4 ９月 ５日～ ６日 全日本カート選手権 

FS-125部門 西地域 第４戦 

株式会社山陽スポーツランド 中山カートウェイ 

5 １０月１７日～ 

１８日 

全日本カート選手権 

FS-125部門 西地域 第５戦 

株式会社琵琶湖スポーツランド 琵琶湖スポーツランド 

③東西統一 

No 開催日 競技会名称 オーガナイザー 開催場所 

1 １２月１２日～ 

１３日 

全日本カート選手権 

FS-125部門 東西統一競技会 

鈴鹿モータースポーツクラブ  鈴鹿サーキット 

国際南コース 



 

３）ＦＰ－３部門 

①東地域 

No 開催日 競技会名称 オーガナイザー 開催場所 

1 ７月２５日～２６日 

 

全日本カート選手権 

FP-3部門  東地域 第１戦 

レーシングチームあかつき ツインリンクもてぎ 

北ショートコース 

2 ８月 ８日～ ９日 

 

全日本カート選手権 

FP-3部門  東地域 第２戦 

チームケービーエフ 

有限会社セーフティーパーク本庄 

本庄サーキット 

3 ９月１９日～２０日 全日本カート選手権 

FP-3部門  東地域 第３戦 

有限会社茂原ツインサーキット 茂原ツインサーキット 

東コース 

4 １０月２４日～ 

２５日 

全日本カート選手権 

FP-3部門  東地域 第４戦 

菅生スポーツクラブ スポーツランドSUGO 

西コース 
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１１月１４日～  

      １５日 

全日本カート選手権 

FP-3部門  東地域 第５戦 

株式会社モビリティランド ツインリンクもてぎ 

北ショートコース 

 

②西地域 

No 開催日 競技会名称 オーガナイザー 開催場所 

1 ３月１４日～１５日 

 

全日本カート選手権 

FP-3部門  西地域 第１戦 

鈴鹿モータースポーツクラブ  鈴鹿サーキット 

国際南コース 

2 ７月１１日～１２日 

 

全日本カート選手権 

FP-3部門  西地域 第２戦 

レーシングチームあかつき 

有限会社サンアイプロジェクト 

オートパラダイス御殿場 

3 

 

８月２２日～２３日 

 

全日本カート選手権 

FP-3部門  西地域 第３戦 

有限会社ナガオカート 

 

神戸スポーツサーキット 

 

4 

 

９月 ５日～ ６日 

 

全日本カート選手権 

FP-3部門  西地域 第４戦 

株式会社山陽スポーツランド 中山カートウェイ 

5 １０月１７日～ 

１８日 

全日本カート選手権 

FP-3部門  西地域 第５戦 

株式会社琵琶湖スポーツランド 琵琶湖スポーツランド 

 

③東西統一 

No 開催日 競技会名称 オーガナイザー 開催場所 

1 １２月１２日～ 

１３日 

全日本カート選手権 

FP-3部門 東西統一競技会   

鈴鹿モータースポーツクラブ  鈴鹿サーキット 

国際南コース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２０２０年ジュニアカート選手権カレンダー一覧 

                             下線部：公示済カレンダーから変更となる開催日 
 

１）ＦＰ－Ｊｒ部門（全日本併催） 

①東地域 

No 開催日 競技会名称 オーガナイザー 開催場所 

1 ７月２５日～２６日 

 

ジュニアカート選手権 

FP-Jr部門 東地域 第１戦 

レーシングチームあかつき ツインリンクもてぎ 

北ショートコース 

2 ８月 ８日～ ９日 

 

ジュニアカート選手権 

FP-Jr部門 東地域 第２戦 

チームケービーエフ 

有限会社セーフティーパーク本庄 

本庄サーキット 

3 ９月１９日～２０日 ジュニアカート選手権 

FP-Jr部門 東地域 第３戦 

有限会社茂原ツインサーキット 茂原ツインサーキット 

東コース 

4 １０月２４日～ 

２５日 

ジュニアカート選手権 

FP-Jr部門 東地域 第４戦 

菅生スポーツクラブ スポーツランドSUGO 

西コース 
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１１月１４日～  

      １５日 

ジュニアカート選手権 

FP-Jr部門 東地域 第５戦 

株式会社モビリティランド ツインリンクもてぎ 

北ショートコース 

 

②西地域 

No 開催日 競技会名称 オーガナイザー 開催場所 

1 ３月１４日～１５日 

 

ジュニアカート選手権 

FP-Jr部門 西地域 第１戦 

鈴鹿モータースポーツクラブ  鈴鹿サーキット 

国際南コース 

2 ７月１１日～１２日 

 

ジュニアカート選手権 

FP-Jr部門 西地域 第２戦 

レーシングチームあかつき 

有限会社サンアイプロジェクト 

オートパラダイス御殿場 

3 

 

８月２２日～２３日 

 

ジュニアカート選手権 

FP-Jr部門 西地域 第３戦 

有限会社ナガオカート 

 

神戸スポーツサーキット 

 

4 

 

９月 ５日～ ６日 

 

ジュニアカート選手権 

FP-Jr部門 西地域 第４戦 

株式会社山陽スポーツランド 中山カートウェイ 

5 １０月１７日～ 

１８日 

ジュニアカート選手権 

FP-Jr部門 西地域 第５戦 

株式会社琵琶湖スポーツランド 琵琶湖スポーツランド 

 

③東西統一 

No 開催日 競技会名称 オーガナイザー 開催場所 

1 １２月１２日～ 

１３日 

ジュニアカート選手権 

FP-Jr部門 東西統一競技会 

鈴鹿モータースポーツクラブ  鈴鹿サーキット 

国際南コース 

 

 

２）ＦＰ－Ｊｒ Ｃａｄｅｔｓ部門（全日本併催） 

①東地域 

No 開催日 競技会名称 オーガナイザー 開催場所 

1 ７月２５日～２６日 

 

ジュニアカート選手権 

FP-JrCadets部門 東地域 第１戦 

レーシングチームあかつき ツインリンクもてぎ 

北ショートコース 

2 ８月 ８日～ ９日 

 

ジュニアカート選手権 

FP-JrCadets部門 東地域 第２戦 

チームケービーエフ 

有限会社セーフティーパーク本庄 

本庄サーキット 

3 ９月１９日～２０日 ジュニアカート選手権 

FP-JrCadets部門 東地域 第３戦 

有限会社茂原ツインサーキット 茂原ツインサーキット 

東コース 

4 １０月２４日～ 

２５日 

ジュニアカート選手権 

FP-JrCadets部門 東地域 第４戦 

菅生スポーツクラブ スポーツランドSUGO 

西コース 

5 

 

１１月１４日～  

      １５日 

ジュニアカート選手権 

FP-JrCadets部門 東地域 第５戦 

株式会社モビリティランド ツインリンクもてぎ 

北ショートコース 



 

 

②西地域 

№ 開催日 競技会名称 オーガナイザー 開催場所 

1 ３月１４日～１５日 

 

ジュニアカート選手権 

FP-JrCadets部門 西地域 第１戦 

鈴鹿モータースポーツクラブ  鈴鹿サーキット 

国際南コース 

2 ７月１１日～１２日 

 

ジュニアカート選手権 

FP-JrCadets部門 西地域 第２戦  

レーシングチームあかつき 

有限会社サンアイプロジェクト 

オートパラダイス御殿場 

3 

 

８月２２日～２３日 

 

ジュニアカート選手権 

FP-JrCadets部門 西地域 第３戦  

有限会社ナガオカート 

 

神戸スポーツサーキット 

 

4 

 

９月 ５日～ ６日 

 

ジュニアカート選手権 

FP-JrCadets部門 西地域 第４戦 

株式会社山陽スポーツランド 中山カートウェイ 

5 １０月１７日～ 

１８日 

ジュニアカート選手権 

FP-JrCadets部門 西地域第 ５戦 

株式会社琵琶湖スポーツランド 琵琶湖スポーツランド 

 

③東西統一 

No 開催日 競技会名称 オーガナイザー 開催場所 

1 １２月１２日～ 

１３日 

ジュニアカート選手権 

FP-JrCadets部門 東西統一競技会 

鈴鹿モータースポーツクラブ  鈴鹿サーキット 

国際南コース 

  


