2017 ♪Euro cup & World cup♪ 【申込用紙】
下記の個人保護法と誓約書を読んだ後に必要事項に記入＆捺印後にＦＡＸ（０１５５－５３－３３６６） してください。
‘17

5~10

◆個人情報の保護

◆誓約書

ご記入いただいた個人情報は、イベントの申込み及び誓約書の成立
に必要であり、申込者へのご連絡やご通知を弊社より行う為に使用
いたします。個人情報を第三者へ開示することは原則行いません。
また、大会当日の人物及び車両などの画像（動画・静止画）を弊社
の管理するホームページ及び雑誌などの媒体に掲載させていただき
ます。なお、雑誌など媒体への掲載時にはナンバープレート及び参
加者の画像加工は一切行わない場合があります。

私は、当イベント参加にあたり関連して起こった死亡、負傷、その他の
事故で私自身および私の同伴者の受けた損害について、主催者および係
員、他の参加者などに対して非難したり責任を追及したり損害賠償を要
求したりしないことを誓約（約束）いたします。
また、サーキットの施設を破損した場合にはその破損費用を支払うこと
も誓約いたします。本走行会開催中の権限は、走行会運営事務局にあり、
係員の指示に従って行動することも制約し、エントリー等のキャンセル
は致しない事も約束（誓約）し、下記申込用紙記入させて頂きます。

◆パワーウェイトレシオ別クラス区分（計算してクラス区分に☑して下さい）
オートマチック

に
っしょ
俺とい
るべ！
走
く
楽し

ベントは
ユーロイ まった～り
＆
り
く
ゆっ
んです。
早く走り
でいい～
おやびん
たいな～
デカっ

マニュアルミッション

ATcar & MTcar
ラジアルタイヤで参加ＯＫ!!

さんぱち
最高！

マイペース派？ ガ
ガッツリ派？ どっちも大歓迎！ ｍｉｎｉ大募集中
自分スタイルでサーキット＆クルマを楽しんでみませんか？

【第１戦】 ５月１４日（日曜） ジュニアコース ➡ ＣＭコース
・ ９時００分～１０府００分 ジュニアコースに集合＆受付
・１０時３０分～１２時３０分 ジュニア
≪記録会≫
・１３時００分～１５時００分 クラブマン ≪タイム計測≫

【第２戦】 ６月 ３日（土曜） ジュニアコース ➡ ＣＭコース
・１１時００分～１１時３０分 ジュニアコースに集合＆受付
・１２時３０分～１５時００分 ジュニア
≪記録会≫
・１５時００分～１７時００分 クラブマン ≪タイム計測≫

【第３戦】 ７月 １日（土曜） ジュニアコース ➡ ＣＭコース
・ ９時００分～１０府００分 ジュニアコースに集合＆受付
・１０時３０分～１３時３０分 ジュニア
≪記録会≫
・１４時００分～１６時００分 クラブマン ≪タイム計測≫

【特別戦】 ８月１４日（日曜） 夏祭りと合同開催（集合は通知します）
・ＥＵＲＯｃｕｐのみ開催。 走行時間などは夏祭り時間に準ずる

【第４戦】 ９月１８日（祝日） ＣＭコース ➡ ジュニアコース
・ ９時００分～１０時００分 クラブマンコースに集合＆受付
・１０時３０分～１２時００分 クラブマン ≪タイム計測≫
・１３時００分～１５時００分 ジュニア
≪記録会≫

【第５戦】１０月 ８日（日曜） ＣＭコース ➡ ジュニアコース
・ ９時００分～１０時００分 クラブマンコースに集合＆受付
・１０時３０分～１２時００分 クラブマン ≪タイム計測≫
・１３時００分～１５時００分 ジュニア
≪記録会≫

【表彰式】１２月１１日（土曜） 札幌市内で開催を予定。
・札幌市内でシリーズ表彰式を行います。

kg）÷カタログ馬力（

□3.5kg/ps& 他
□5.5kg/ps 以下
□7.5kg/ps 以下

□4.0kg/ps 以下
□6.0kg/ps 以下
□8.0kg/ps 以下

◆参加費用／走行時間
□ラジアルタイヤ １２，０００円／１名
□Ｓタイヤ
１４，０００円／１名

日本車もアメ車もなんでも参加ＯＫ！ いろんな車で楽しもう！！

●開催日程／集合場所＆時間（時間割は予定です）

車検証車輌重量（

！
理由は･･
･
かわいい
から。（笑
）

●募集車両
①Ｅｕｒｏｃｕｐ 【Ｅｕｒｏ生産車両全部】
②Ｗｏｒｌｄｃｕｐ【世界各国生産車両全部】
③車検無車両は全て3.5クラスになりますが、物凄く速い車両
は参加を控えていただくこともあります。
④このイベントは "楽しむ心"を持って参加する事。
⑤オープンカーは４点式以上のロールバー装着が義務です。
＊詳しくはサーキットにお問い合わせください。
●イベント概要
①１０月までシリーズで開催し獲得ポイントでシリーズ表彰。
②生産地域別＆パワーウェイトレシオ区分により表彰
③競技用のＳタイヤ装着車両は１クラスアップでエントリーし
て下さい。
④トルコンＡＴ車は１クラスダウンでエントリー可。
⑤クラブマンコース＆ジュニアコース両方とも計測付きです。
●シリーズ表彰式
①表彰式は１２月にＴＳＷ各種シリーズイベントと一緒に札幌
方面で開催予定。
②ポイント換算（クラス別）
クラブマンコースの計測順位でポイント進呈
１番：１５点、２番：１２点、３番：１０点、４番： ８点、
５番： ６点、４番以下：１点刻み
９番以降は全員に１ポイント進呈
③表彰対象は以下のとおりとする。
・ＥＵＲＯｃｕｐ ／３戦参加以上
・ＷＯＲＬＤｃｕｐ／３戦参加以上

このイベントはサーキット＆クルマを楽しむ事が一番大切です。お友達＆ご家族で楽しみましょう。
初めてサーキットを走る方も外車も国参加車も大歓迎!! お昼は仲間とＢＢＱをしてもＯＫ！
自分スタイルでサーキットを満喫！ 速くなくてもいいんです。 まずはサーキットを体験してみよう！
注意事項） イベントの開催日程及びイベント内容は変更する場合がありますがご了承願います。

ps）＝（

□4.5kg/ps 以下
□6.5kg/ps 以下
□9.0kg/ps 以下

□5.0kg/ps 以下
□7.0kg/ps 以下
□10 kg/ps 以下
走行内容は参加台数
及び天候により変更

・ＣＭコース ２５分ｘ２回
｝
・ジュニアコース１５分ｘ２回～３回 ｝

□夏祭りスペシャルイベント≪ＥＵＲＯｃｕｐ≫

１１，０００円／１名

＊予選＋フリー＋ぷちレース

参加する日付を☑してください。
フリガナ
□第１戦 ５月１４日（日曜）
□第２戦 ６月 ３日（土曜）
前
□第３戦 ７月 １日（土曜） 名
□夏祭り ８月１３日（日曜）
□第４戦 ９月１８日（祝日） 生年月日 Ｓ ・ Ｈ（
別 男性 ・ 女性
□第５戦１０月 ８日（日曜） 性

□

ｋｇ／ｐｓ）

サーキット走行経験
ありますか？（○印）
初走行・経験あり

）年
月
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／ 年齢 （
）歳
Ａ・Ｂ・Ｏ・ＡＢ ／ ＲＨ
（＋・－）

血 液 型

〒□□□ー□□□□（必ず〒を記入し、住所は必ず枝番まで記入すること）
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所
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携帯電話（

）
－

－
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年式

参
加
車
両

／

車両名（例：ボクスター）

クルマの国籍（例：ドイツ）

年車
エンジン排気量／過給機の有無
ｃｃ／

有・無

装着しているタイヤ
Ｓタイヤ ・ ラジアル

銘柄（例：ＢＳ／ＲＥ１１）
ﾒｰｶｰ：

品名：

ミッションは？
ＭＴミッション

・

ＡＴミッション

◆申込書「現金書留」送付先／お問合せ◆
〒０８９－１５７３ 河西郡更別村字弘和４７７
十勝スピードウェイ内「北海道モータースポーツ応援団」
℡0155-52-3636 Fax0155-53-3366 担当者：亀井・柴田

受付№

シリーズ指定№

