
2017 hobby クラシックカー・ミーティング 

ｉｎ タカスサーキット 
開催日時： ２０１７年６月３日（土） 12：00 ゲートオープン 

開催場所： タカスサーキット 福井市西二ツ屋町２－１－３５ 

主 催 ： ブリティッシュ・カー・クラブ・hobby 

申込受付： ４月１０日より５月２０日まで 

申込先 ： 〒９２１－８００２石川県金沢市玉鉾４－１４７－１ 

         ガレージ・ミニマム内 ＴＥＬ０７６－２９１－５０１１ 

 

★ミニ６０分耐久（ドライバー３名まで）エントリーフィ ￥２１,０００－（限定 20 台） 

  ★メモリアルラン           エントリーフィ   ￥８,０００－（限定 20台） 

  ★展示・フリーマーケット       無料 

 

<< タイムスケジュール(予定) >> 

       １２：００ ゲートオープン  

１２：２０ 受付、車検 

      １２：４５ 開会式 ドラミ 

       １３：００ キャブレーション、予選（ミニ６０分耐久） 

       １３：４０ メモリアルラン 

       １５：００ ミニ６０分耐久レース 

       １６：００ 表彰式、閉会式 

       １７：００ ゲートクローズド 

<< 申込み方法 >> 

出走の方は参加申込書、車両申告書に必要事項を記入の上、エントリーフィを 

現金書留にて５月２０日必着でお願いします。 

予定台数に達した場合、申し込みをお断りすることがあります。 

参加申込書、車両申告書はガレージ・ミニマム HP（http://www.g-minimum.co.jp/main/） 

からダウンロードできます。 

「参加に際しての注意事項」をよくお読みのうえ申込願います。 

 

<< 参加に際しての注意事項 >> 
●ミニ６０分耐久 
・参加される方はＪＭＳA ＨＰ内にある１００マイル耐久参加規程をよくお読みください。 
      http://www.j-msa.com/miniday/pdf_files/100mile_all.pdf 

・参加される方は参加申込書、車両申告書に参加料を添えて大会事務局まで現金書留にて郵送願います。 
・ハンデキャップはピット回数にて対応いたします。（例 1000N は 2 回  1300T は 4 回など） 
・ハンデキャップは参加状況により当日のドラミにて発表いたします。 
・シートベルトは 4 点以上のもの、シートはハイバックとし 4 か所以上で固定のこと。 
・車検までにブレーキ、クラッチのキャップ及び灯火類のテーピングをお願いいたします。 



●メモリアルラン 
・1980 年までに生産された車輌（国産・外国車・主催者が認めた車輌）。 
・２点式以上のシートベルト装着、ヘルメット・レーシングスーツは自由。 
・１台ずつコースを走行し、申告タイムに近い方が入賞です。 
・参加される方は参加申込書に、参加料を添えて大会事務局まで現金書留にて郵送願います。 
 
●共通注意事項 
・マフラーは自由ですが、タカスサーキットの音量規制は 97db です。 
・規定値以上の場合走行できないことがありますが、そのとき参加料の返却は致しません。 
・著しいオイル漏れなどがある場合参加を取り消す場合がありますがその時も参加料の返却は致しません。 
・エントリー台数によりタイムスケジュールが変更となる場合があります。 
・タカスサーキットでは 12：00～13：00 までの間は走行禁止時間帯となりますので、この時間帯のエンジ

ン空ぶかしなどしないように願います。 
 

 
 
 

ふりがな 

 

TEL 

お名前 FAX 

 

住所 〒 携帯電話 

E メール 

生年月日 

          年       月     日 

性別（どちらかを○で囲む） 

男    女 
登録ゼッケン 

 

 

 

 

 

申告タイム 

 

 

メーカー 排気量 

                   ｃｃ 

車名 ナンバー 

年式 ボディカラー 

ルーフカラー 

ＰＲポイント 

 

hobby クラシックカー・ミーティング in タカスサーキット 
メモリアルラン参加申込書 



印 印 印

印 印 印保護者署名

ドライバー署名

保護者署名

ドライバー署名ドライバー署名

円

ドライバー

名

合計

〒　　　　　－

私（私達）は、本競技会規則、国際スポーツ法典、国内競技規則、国内競技車輌規則の諸規則に同意します。また
競技参加にあたり、関連して起こった死亡、負傷、その他の事故で私（私達）自身の受けた、また相手方に与えた
損害についてはけして主催者、大会役員、係員、雇用者、ならびに他の競技者に対して非難したり、責任を追及し
たりしないで、私（私達）の責任において処理します。事故が主催者または大会役員の手違い等に起因した場合で
あっても変わりません。またドライバーは本競技について標準能力を持っていること、ならびに参加車輌について
も競技が可能であることを保証します。また本大会の録画、録音、撮影、放送等の権限は主催者側にあることを承
認いたします。ここに署名捺印して誓約いたします。(ドライバーが２０歳未満の場合は、その親または保護者の本
誓約についての副署名を必要とする。)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参　加　誓　約　書　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

〒　　　　　－

携帯電話
〒　　　　　－

電話

年齢

年齢

年齢

メール
アドレス

メール
アドレス

サポートショップ車名（メイク）

住所

氏名

フリガナ

氏名

住所

フリガナ

車
輌

ド
　
　
ラ
　
　
イ
　
　
バ
　
　
ー

氏名

フリガナ

住所

生年月日

年式（西暦）

１０００Ｎ １０００Ｔ １３００Ｎ １３００Ｔ

登録ゼッケン

携帯電話

電話
生年月日

携帯電話

ミニ耐久６０分 ２１,０００円

生年月日

ブリティッシュ・カー・クラブ・hobby大会事務局御中

保護者署名

メール
アドレス

電話
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記入日 年 月 日 計測器

１０００N １０００T １３００N １３００T

項目 変更 ゼッケン

エンジン型式 有　　無 型式　　　（　　　　　　　　　）

気筒容量 有　　無 総排気量（　　　　　　　　　）ｃｃ 免許証

シリンダーヘッド 有　　無 厚み　　　（　　　　　　　　　）ｍｍ

カムシャフト 有　　無 名称　　　（　　　　　　　　　） 飛散防止

オイルピックアップパイプ 有　　無 有　　無

キャブレター 有　　無 名称（　　　　　　　　　　）型式（　　　　　　　　　　　） ストップランプ

エアークリーナー 有　　無

エキゾーストマニホールド 有　　無 ウインカー

点火方式 有　　無 □フルトラ　　　□CDI　　　□その他（　　　　　　　　）

キャンバー角度 有　　無 全照灯

ブレーキホース 有　　無 有　　無

ショックアブソーバー 有　　無 メーカー（　　　　　　　　　　　　     　　　　　　　　） シート

ハイローキット 有　　無 メーカー（　　　　　　　　 　　　  　      　　　　　　）

スタビライザー 有　　無 シートベルト

サスペンション 有　　無

シート 有　　無 メーカー（　　　　　　　　　　　　　）固定箇所（　　　　）点 ロールケージ

シートベルト 有　　無 メーカー（　　　　　　　　　　　　　）支持箇所（　　　　）点

ロールケージ 有　　無 材　　質（　　　　　　　　　　　　　）支持箇所（　　　　）点 牽引フック

ガソリンタンク 有　　無 メーカー（　　　　　　　　　　　　　）　　　容量（　　　　）ℓ 前　　後

フューエルポンプ 有　　無 方　式　（　　　　　　　　　　　　　）　　　個数（　　　　）個 バッテリー固定

オイルキャッチタンク 有　　無 材　　質（　　　　　　　　　　　　　）　　　容量（　　　　）ℓ

サーキットブレーカー 有　　無 牽引フック　前後 有　　無 キャップテーピング

車載消火器 有　　無 容量（　　　　　　）ℓ

車検員署名

再車検票

チェック 車検員署名記事不具合箇所

登録済みゼッケンNo.

詳細（○で囲む、または記入、□内は✓）

デファレンシャルギア 変速比（　　　　　　　　）

□純正　　　　□社外品　　　　□ファンネル　　　□無し

前（　　　　）度　後（　　　　）度　　□ゴム　　□ピロボール

前　　　有　　　無　　　　後　　　有　　　無

ブレーキバックプレート

車検員チェック
項目

前　　（　　　　　　　　　　　　）　後　（　　　　　　　　　　　　　）

太線表内の全項目について有無のいずれかに○をつけ入力欄には正確に記入願いま
す。

耐久出走車輌（○で囲む）
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