
 

 
■開催趣旨 

 ２０２１年度においてより多くの方にご参加頂くため、初心者の方でも気軽に楽しん 

で頂ける企画をご用意しております。チューニング・スポーツ走行の面白さや楽しみを体感

して頂く場として、ご活用頂ければ幸いでございます。 

 

【開催日】        ４月   ２２日（木） 

１２月     ９日（木） 

                     

          ８：００～１６：３０（受付６：１０～） 

※ ゲートオープン ６：００ 

 

【開催場所】    ＴＳＵＫＵＢＡサーキット コース２０００ 

 

【クラス分け】   フリークラス 

          レースクラス（ＳＳ・ＲＳ） 

              

【参加費】     フリークラス         ￥２０，０００（税込・保険料込） 

          レースクラス（ＳＳ・ＲＳ）  ￥２２，０００（税込・保険料込） 

          

     

＊参加費支払いに関しては申し込み用紙到着後１週間以内に入金されるようお願い申し上

げます、また伝票計上店舗様も同様に事前計上いたします。 

※ キャンセル等による返金は致しかねますのでご了承ください。 

【参加台数】     

フリークラス             １００台 

レースクラス ＳＳ          １０台限定 

レースクラス ＲＳ          １０台限定 

 

 

※ 参加台数によりクラス・走行台数の変更をさせていただく場合が

ございます、ご了承ください。 

※ レースクラスの走行台数が極端に少ない場合、ＳＳ・ＲＳ 

を同一周回とさせていただく場合がございます。ご了承ください。 

【参加制限台数】 基本的には１店舗様からの参加台数に制限はございませんが、１０台 

         を越えるエントリーの場合は調整させていただく場合がございます。 

 

 

 



 

【募集について】  

 

 

 

 

 

 

＊定員になり次第、締め切らせていただきます。 

● 走行クラスについて 

① フリークラス 

制限時間内を自由に走行する練習走行クラスです。 

（５クラス設定予定） 

２０分/１クールを３回走行して頂きます。 

クラス分けは、参加申込み用紙の自己ベストタイム・サーキット走行経験・     

車両データを参考に主催側にて行います。 

５クラスの各上位３名はベストタイム賞として表彰いたします。 

ショップ関係者の走行は可能ですが表彰対象外とさせていただきます。 

 

 

 

②レースクラス 

Ａ．ＳＳクラス（Ｓｔｒｅｅｔ Ｓｐｅｃ） 

 使用タイヤは各社一般ラジアルタイヤまでとするレースクラスです。 

      フリー走行・予選走行を各２０分走行後、予選タイムに基づきグリットを決め

てレースを行います。 

８周回の模擬レースとなります。 

※ 上位３名を表彰いたします。 

 

      Ｂ．ＲＳクラス（Ｒａｃｉｎｇ Ｓｐｅｃ） 

      使用タイヤは市販Ｓタイヤまでとするレースクラスです。 

      フリー走行・予選走行を各２０分走行後、予選タイムに基づきグリットを 

決めてレースを行います。 

８周回の模擬レースとなります。 

※ 上位３名を表彰いたします。 

※天候・イベントの進行状況により、レース周回数は変更になる場合があり

ます。 

 

 ●レギュレーション 

・ 参加車両は車検を有する車両と致します。 

・ 各クラス触媒に関しては装着を強く推奨します。 

・ 使用タイヤ：ＳＳクラスはラジアルタイヤまで、その他はＳタイヤまでとします。 

   ＦＡＸ申込み開始 申込み締切り 

ＲＤ１ ３月 ９日（火）   ３月２２日（月） 

ＲＤ２  １１月 ４日（水） １１月１８日（水） 

       

     



・ オイルキャッチタンクは装着してください。もしくは、サクションリターン（開放

厳禁）キャッチタンク後の開放は可能とします。 

・ 車両音量は筑波サーキットの音量規制値内とします。 

・ ヘルメット（フルフェイス or ジェット）を着用とし、半キャップ・保安帽等は禁

止とします。 

・ グローブは全指とし、半指・軍手等は禁止とします。 

・ ロールバーの装着について、オープンカーの走行はロールバーの装着車両のみとし、

レースクラスも装着が望ましいです。 

・ シートベルトを装着することとします。（３点式以上） 

・ レースクラスに出場される方は、レーシングスーツの着用が義務付けとなります。 

 ● 走行会の必需品  

   ・ヘルメット、ドライビンググローブ 

    十分な安全性が保証されたヘルメットと、指先まで覆う形のドライビンググロ 

ーブを各自持参して下さい。 

  ・ビニールテープ、ガムテープ 

    ゼッケンをボディに貼ったり、ガラスライト類をテーピングする為に必要です。

ビニールテープは透明の物は避けて下さい。（プラスチック製は不要） 

  ・長袖、長ズボンの服装を着用（フリー走行クラスの方） 

    万一の事故に備え、動きやすくて肌を露出しない服装で来場して下さい。暑い 

日でも、長袖は義務付けられます。靴も運転に適した物を用意して下さい。 

  ・レーシングスーツの着用（レースクラスの方は厳守）万一の事故・トラブ

ルに備え、レーシングスーツ（耐火スーツ）を着用してください。（FIA 公認

が望ましい。） 

● 計測器の変更  

・トランスポンダーは右ドア内側のドアポケット内、またはその付近に 

取付けて下さい。 

   ・トランスポンダー本体を車両の外側には取り付けないで下さい。 

    脱落、破損する場合がございます。 

   ・ドア付近にカーボン素材を使用した車両でトランスポンダーが反応しない場合も

あります。その際は取り付け位置を変更させて頂きますのでスタッフより変更の指

示がありましたら御協力お願い申し上げます。 

● 禁止事項 

・時間厳守にて開催の為、遅刻は絶対禁止 

  走行会は決められたタイムスケージュールに沿って実施されます。 

  集合時間、ミーティングやコースイン等の時間は、係員の指示に従って厳守して下 

さい。 

 

・不要な物の持ち込み禁止 

  会場のスペースは限られており、走行に必要の無い物（洗車用具やスポーツ用品等） 

は、事前に降ろしてからお越し下さい。 

会場には荷物置き場となるスペースはございませんので予め御了承下さい。 



・整備不良車輌の走行禁止 

  走行会中の車輌トラブルは、大事故のもととなるだけでなく、走行時間の短縮など、 

他の参加者に大きな迷惑を及ぼします。 

  必ず事前に、点検、メンテナンスを行い、最高のコンディションでお越し下さい。 

   筑波サーキット規定により、オイル漏れ等処理費用が発生し、ドライバーに対し請求

が発生することもございます。ご了承ください。 

・わがままな走行、危険走行は絶対禁止 

  走行会では、一度に数台のグループで走行します。周囲の状況を考えない無謀走行 

は大事故の原因になりますので、絶対に禁止致します。又、この様な行為があった 

場合、走行を中止して頂く場合がございます。 

  中止の場合、参加料の返還は致しませんので、注意して下さい。 

・友人同士での同乗走行禁止 

  安全確保上、参加者・友達同士での同乗走行は絶対に禁止とさせて頂きます。 

＊ＨＫＳ広報活動で、当日撮影した車両画像等を使用する事もございますのでご了承下

さい。 

※公道を走行する際の触媒装着は義務です。ＨＫＳは触媒装着を推奨致します。 

 

＊コロナ対策として➀ドライバーズミーティングは屋外にて実施予定 ➁消毒液等感染防止品

用意 いたします。③筑波サーキット施設内はコロナウイルス感染防止のため、マスク着用をお

願いいたします。 

 

ＨＫＳハイパーチャレンジＩＮ筑波２０００ 

協賛 ： ヨコハマゴム株式会社  株式会社エンドレスアドバンス  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

令和 ３年３月９日 

御得意先様 各位                           株式会社エッチ・ケー・エス 

 東 京 営 業 所 

 
申 込 受 付 開 始 の 御 案 内 

拝啓 皆様ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、

厚く御礼申し上げます。 
さて、４月２２日（木）に行われます 2021HKS HIPER CHALLENGE in TＳUKUBA  の
参加申込の受付を開始致します。参加を希望される販売店様は下記参加希望台数に御記入

の上、３月２２日（月）までに弊社まで FAX 下さいます様、宜しくお願い致します。尚、

参加受付台数は、参加者多数の場合御希望に添えない場合がございますので、御了承下さい。

後日確定台数をこちらより御連絡させて頂きます。 

申し訳ございませんが、サーキット走行をより安全に行う為、参加台数に限りがございます。 

多くのエントリー数が予測され、定員数になり次第〆切とさせて頂きます。予め御了承下さ

い。       
不明な点ありましたら弊社担当営業マンまでお問い合わせ下さい。 

敬 具 

＊見込台数申請はご遠慮願います。 

※レースクラスはレーシングスーツ着用が義務付けとなりますのでご注意ください。 
記 

2021 HIPER CHALLENGE in TSUKUBA 

貴店名                             御担当者様          

クラス 参加台数 

フリークラス（20 分×３）  台 

   

レースクラス（２０分×３、練習・予選・レース） 

ＳＳクラス  台 

ＲＳクラス  台 

 
 

 
 台 

       

 
ＦＡＸ返信先 株式会社 ＨＫＳ東京営業所 ＦＡＸ ０４８－４２１－０６２５ 



参　加　者　本　人　記　入　欄　（必ず、正確にご記入下さい）

フリガナ 生年月日　・　年齢

　　　　　年　　　　　月　　　　　日　　　　　　歳氏名

血液型 Ａ　・　Ｂ　・　Ｏ　・　ＡＢ　・　不明性別 男性　　・　　女性

住所

都・道・府・県　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　区・市・郡

貴店名 御担当者

電話

緊急連絡先（必ずご記入下さい）⇒

参　加　受　付　店　舗

※氏名・フリガナ・住所・電話連絡先は必ず正確に記入してください。

純正・変更

純正・変更

（　　　　　　）　　　　　　　－　　　　　

触媒

令和　　年　　　月　　　日

※２０２０　ＨＩＰＥＲ　ＣＨＡＬＬＥＮＧＥ　ｉｎ　筑波サーキット　上記クラス参加を受領いたしました。

Ｆ： Ｒ：

クラス名：
様

―　受　理　書　―

※参加車輌に該当する仕様を○で囲み、その他を詳しくご記入ください。

株式会社エッチ・ケー・エス

タイヤサイズ

申告馬力

エンジンオイル ブレーキオイル

コンピュータ 純正・変更

純正・変更

過給圧制御

マフラー 純正・変更

クラッチ

足回り

参　加　車　輌　名　称

車種 車輌型式

登録番号
陸運支局名　　　　　　　　　　　　　分類番号　　　　　　　　　　　　　　　かな　　　　　　　番号　　　　　　　　　　　　　　

平成　　　年　　　月　　　日車検の有効年月日

エンジン型式

年式 平成・昭和　　　　　　年式 ミッション MT・ＡＴ

総排気量

参　加　ク　ラ　ス

純正・変更

開　催　日　程

4月22日（木）
過給器 純正・変更

項目

参加受付店名：

ＰＳ　・　不明　 目標タイム

カム（ポート形状） 純正・変更

私は、本走行会参加に当たり関連して起こった死亡・負傷・物損、その他の事故で、私自身の被った被害について、
主催者及び運営関係役員、係員、雇用者等に対して非難し又責任を追及したり、損害賠償等を請求したりしないこと
を誓約いたします。尚、このことは事故が主催者及び運営関係役員、係員、雇用者等の手違いなどに起因した場合で
あっても変わりありません。又、私は、本走行会について標準能力を持っていること、並びに参加車輌についてもコー
ス、及びスピードに対しても適格であり、且つ走行が可能である事も誓約いたします。

親権者署名
＊上記運転者が未成年の場合は、その親権者の署名及び捺印が必要です

令和　　　　年　　　　月　　　　日 ㊞参加者署名

ゼッケン：

（　　　　　　）　　　　　　　－　　　　　 携帯 （　　　　　　）　　　　　　　－　　　　　

㊞

受付日：　　　　　　／ 担当者：

個人情報保護についての方針

株式会社エッチ・ケー・エス（以下当社といいます）は会社全体で個人情報の保護に取り組んでおりま
す。この参加申込書に記入していただいた個人情報は当社内に留め、ご本人の許可なしに、第三者に
開示・共有することはございません。

―　誓　約　書　―

他サーキット走行経験のある方

　　　　ベストタイム　　：　　　　　　　　　　　　　　

フリークラス

参　加　車　輌　ス　ペ　ッ　ク

商品名（サイズ等）

（　　　　　　　　　　　　　　　)サーキット　ベストタイム：　　　　　　　　　　

メーカー名仕様

12月17日（木）

レース：SSクラス

レース：RSクラス

サーキット走行経験

筑波サーキット走行経験

ある　　（　　　　　　　）回　　　・　　　ない

ある　　（　　　　　　　）回　　　・　　　ない

筑波サーキット走行経験ある方


