【浅間ヒルクライム 2012 参加申込方法】
※下記 1.～4.までの書類を事務局宛にご郵送下さい。
1. 記載に必要な全ての欄に記入されたエントリーフォーム
2. 参加費 50, 000 円（1 名／1 台分）の振込用紙または振込明細のコピー
【コ・ドライバー及び同伴者の参加費は、1 名につき 15,000 円】
※参加費は 2 日間のヒルクライム(計 3 本)・ランチ、パーティ、表彰式が含まれます。
◆参加費振込先：愛知銀行

東郊通支店（とうこうどおり）

普通 2032076

口座名義：浅間ヒルクライム実行委員会

3. 参加車輌の全容がわかるカラー写真（サービス版サイズ H117mm x W83mm）2 枚
4. 署名、捺印のされた誓約・承諾書

《注意！》
書類の不備、あるいはすべての書類が添付されていない場合、受付が出来ない場合が
ございますので、あらかじめご了承下さい。

※選考審査、手続きの都合上、申し込み受付は 2012 年 9 月 30 日に締切らせて
頂きます。
※参加承認の最終決定は、2012 年 10 月上旬に事務局より書面にてお知らせ致します。

なお、今回お申し込みを頂いたにもかかわらず落選となりました場合に限り、お振込頂きました参
加費は参加者の銀行口座に全額返金をさせていただきます。

<エントリー書類送付先>
〒467-0872 愛知県名古屋市瑞穂区高辻町 14-10
チンクエチェント博物館 事務室内『浅間ヒルクライム 2012 運営事務局』
TEL：052 −871−6464 FAX：052-882-1105 E-MAIL：contact@asama-hillclimb.com

浅間ヒルクライム 2012
エントリーフォーム

エントリー区分：（どちらかに○をしてください）

二輪

メーカー:

車種:

製造年:

排気量:

OR

四輪

cc

【ドライバー】
ふりがな
年齢（

氏名:
自宅住所:

）

性別 男 / 女

血液型（

）

血液型（

）

〒

Tel:

Fax:

携帯Tel:

E-Mail:
会社名：
Tel:

住所: 〒
Fax:

E-Mail:

生年月日（西暦）：
緊急時連絡先：
【コ・ドライバー】
ふりがな
年齢（

氏名:

）

性別 男 / 女

自宅住所： 〒
Tel:

Fax:

携帯Tel:

E-Mail:
会社名：
Tel:

住所:〒
Fax:

E-Mail:

生年月日（西暦）：
緊急時連絡先：
同伴者人数（コ・ドライバー以外のご家族・サポートメンバー等）：
参加車両のプロフィール及びイベント参加履歴

浅間ヒルクライム 2012 実行員会
〒467-0872 愛知県名古屋市瑞穂区高辻町14-10チンクエチェント博物館 事務室内
TEL：052 −871−6464 FAX：052-882-1105 E-MAIL：contact@asama-hillclimb.com

浅間ヒルクライム

2012 誓約・承諾書

浅間ヒルクライム実行委員会 殿
私は、以下の内容を遵守することを誓約、承諾致します。
1 私は、
■
「浅間ヒルクライム 2012」に参加するにあたり、私又は私の車輌（以下「自車」
という。）の転倒・衝突・接触等による事故が、私自身や私の同
伴者は勿論、他の走行者・利用者・見学者など第三者（以下「他の走行者等」
という。）の死亡を含む重大事故に至る可能性があることを認識した上
で、浅間ヒルクライム実行委員会所定の注意事項、安全諸規則及び走行者としての秩序の全てを遵守し、特に走行時においては、
コース状況、路
面状態、他の車両状況など周囲の状況やスピードその他自車の状況に留意し、走行者に求められる適格な判断に従って走行することを誓います。
2 私は、
「浅間ヒルクライム 2012」において走行するコースを確認した上で、
「浅間ヒルクライム 2012」に参加することが可能であり、心身とも適
■
格な健康状態であり、指定コースを走行することなどが可能であることを誓います。私は、私自身に心身の負傷、疾病及び障害があることが判明
した場合は、
イベント開催日・走行日までに浅間ヒルクライム実行委員会に対して申告いたします。浅間ヒルクライム実行委員会が、私の負傷、疾
患ならびに障害が走行に支障があると判断し、
走行の中止を求めた場合には、
その決定に従います。
3 私は、
「 浅間ヒルクライム 2012 」への参加車両についての車両規定を確認した上で、自車が、車両規定に適合し、且つ、
「 浅間ヒルクライム
■
2012」において走行するコースに関して適格であることを保証します。また、私は、浅間ヒルクライム実行委員会及びその関係者が、自車につき、
指定コース走行に適した車両でないと判断した場合、他の走行者に対して危害を及ぼすと判断した場合、車両規定に違反していると判断した場
合などで、
走行の中止を求めたときには、
その決定に従います。なお、
この場合、
浅間ヒルクライム実行委員などに対し、
参加費の返金を求めたり、
損害金その他名目の如何を問わず、
何らの金銭的請求を致しません。
4 私は指定コース内において起こった事故により私自身及び私の同伴者の受けた損害
（財産的損害、精神的損害、傷害・死亡などの身体的損害その
■
他あらゆる損害を含みます。）
について、浅間ヒルクライム実行委員会、実行関連企業、開催関連、周辺施設に対し、
またその関係者、従業員に対
し、
「他の走行者等」などに対して非難したり責任を追求したり、
損害賠償を要求したり致しません。
5 私は、
「浅間ヒルクライム 2012」参加時に、
浅間ヒルクライム実行委員会、
浅間ヒルクライム 2012 開催関連企業、開催周辺施設に対して損害を
■
その与えた損害を賠償致します。
与えた場合、
浅間ヒルクライム実行委員会、浅間ヒルクライム 2012 開催関連企業、開催周辺施設に対し、
6 私は、
「浅間ヒルクライム 2012」の参加時、走行時その他開催関連全ての施設を利用中に、私自身、私の同伴者又は自車を撮影されることを承
■
諾するとともに、撮影された私自身、私の同伴者又は自車の写真、映像等については、私の氏名・走行記録も含めて、浅間ヒルクライム実行委員会
又は同委員会が使用を許可した会社が、私自身及び私の同伴者に対する対価を支払うことなく、報道・放送・放映・通信（インターネット）
・出版等に
使用することを承諾致します。
7 私は、
第4項乃至第6項に定める事項については、
「浅間ヒルクライム 2012」終了後も効力を有することに同意します。
■
8 参加者が、
■
「浅間ヒルクライム 2012」への参加当日、満20歳に満たない場合、参加者の親権者（保護者）
は、上記事項を理解した上で、
これら全て
を遵守することを誓約、承諾し、その証として親権者（保護者）欄に署名・捺印（実印）の上、印鑑登録証明書（発行日より3か月以内のものに限る。）
を添えて提出いたします。

※個人情報の取り扱いについて
私は、
「浅間ヒルクライム 2012」に参加するにあたり記入した私自身の個人情報を、浅間ヒルクライム実行委員会が、以下の目的において使用する
ことを承諾します。
●
●
●
●

浅間ヒルクライム 2012 参加者の管理
協賛企業が事業活動に関する商品、
サービスの案内
私からのお問い合わせ、
資料ご請求などへの対応
上記事項に附随する目的

以上の内容を誓約、承諾したことの証として、署名、捺印し申し込みます。
日付

年

月

日

（スタンプ印不可）

フリガナ

参加者本人
署名
携帯電話番号
緊急時連絡先電話番号

㊞

日付

年

月

日

フリガナ

親権者署名
続柄
（

（実印）

㊞

）

※参加者が満20歳に満たない場合のみ
※印鑑登録証明書1通添付してください。

浅間ヒルクライム

2012 走行前チェックリスト
ゼッケンNo.

車名

フリガナ

㊞

お名前
携帯電話番号

本イベント参加車両の安全とコンディションは、オーナー様の自己管理責任となりますことをご了承下さい。
【事前に行う確認】
下記項目を確認し、
前日までに点検、
準備してください。

1

タイヤの空気圧

走行中は空気圧が上昇します ご注意ください 空気圧ゲージがあると便利です

2

タイヤの溝

5分山以上／一般道走行に適したタイプ

チェック欄

3

タイヤの外観

損傷確認（パンク修理したものや傷のあるものは要注意）

4

ホイルナットの締め付け

ゆるみがないこと、
しめすぎないこと 毎走行時確認

5

灯火類の確認 ※1

ブレーキランプ、
ウインカーランプ、
ハザードランプ等の点灯確認

6

ブレーキ

ブレーキパッド・ブレーキフルードの残量確認

7

牽引フック《4輪のみ》

迅速に回収が行えるよう位置を確認（フロント・リア共） 取り外し式のものは車載するか、
予め取り付けておく

8

シートベルト《4輪のみ》

取り付け・バックルなどの確認、ベルトの傷などチェック

9

ヘルメット ※2

フルフェイスタイプの使用を推奨します

10

グローブ

※2

レーシンググローブの使用を推奨します
走行時使用に適していれば可、但し指先まで隠れるもの

11

シューズ

※2

12

服装 ※2

参加車両（2輪／4輪）
に適したもの（レーシング用を推奨します）
必ず長袖・長ズボンを着用して下さい（レーシング用を推奨します）

【当日行う確認】
下記項目を、当日会場で確認して下さい
（荷物は降ろして下さい）
。

13

車内の荷物《4輪のみ》

14 トランクの荷物《4輪のみ》

走行中、飛ばされそうな物の撤去
不要な荷物やスペアタイヤ、工具類は事前に撤去

フロアマット《4輪のみ》

運転席及び助手席のフロアマット取り外し

16

灯火類

飛散防止のテーピング
（ライト類、
ウィンカー等）

17

ゼッケン

受付でお渡しするゼッケンを貼付（オフィシャルが目視出来る箇所）

15

チェック欄

※お荷物などは自己管理をお願いします。盗難などの責任は負いかねます。

【当日持参物】
下記内容を確認し、当日会場へお持ち下さい。貴重品は必ず持ち歩いて下さい。
運転免許証

有効期限をご確認下さい 受付にて提示して下さい

19

健康保険証

万が一に備えてご持参下さい

20

認め印（印鑑）

書類不備のある方はお忘れなく

21

ビニールテープ

飛散防止のテーピング用

22

ガムテープ

ゼッケン添付用、破損時の応急処置用

23

ガソリン

最寄にガソリンスタンドは有りません 満タン給油をして下さい
また持参される場合は必ず基準を満たした安全携行タンク等を使用して下さい

18

チェック欄

※1 登録ナンバー付車両は必須となります。
※2 特にレーシング車両にて参加の方は規格を満たした装備にて走行願います。

以上の通り車両の点検を行い、本イベントに参加するにあたり車両コンディションは適格であると申請します。
万が一、車両のコンディションが原因でアクシデント等が発生した場合、それに伴う責任は全て負うことを誓約いたします。

※この走行前チェックリストは当日、参加受付にてご提出ください。
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