
 

ＣｌａｓｓｉｃＣａｒ Pｉｃｎｉｃ Rally to箱根 2020 

クラシックカーファンの皆様にお知らせいたします。 

10月の秋晴れの下、愛車のクラシックカーで、ツーリングに出かけてみませんか！ 

ゴール地点の箱根“小田急山のホテル”でお洒落なディナーパーティーを用意しています。 

コロナ感染防止の為、スタート会場は設けません。指定された時間内（別記）にスタンプを 

取得して通過してください。 

期 日：2020 年 10 月 18 日（日曜日） 

第一スタンプ会場：奥多摩湖の水と緑のふれあい館人間日時計より６００ｍ先の 

「大麦代公園駐車場」にて第一スタンプをして下さい。 

主なコース   ：奥多摩湖大麦代公園駐車場～勝沼ぶどうの丘（ランチ）～御坂峠～ 

河口湖 北原ミュージアム～フジスピードウェイ～小田急山のホテル 

山のホテルにてディナーパーティー＆宿泊（希望者のみ）翌日はフリーです。 

＊ディナーパーティーのドレスコードはカジュアルエレガンスでお願いします。             

参加資格車両 ：１９４５年より１９９１年製造までの車検付き車両(スポーツカー) 

（レプリカ・改造車・排気音騒音車両は参加できません） 

参加予定台数 ：４0台 

参加 費用   ：一台 2 名参加 6 万円（ランチ・ディナーパーティー記念品等を含む） 

一台 1 人参加 48,000円 

＊追加参加者には別途大人お一人様 16,500 円です。 

＊宿泊費は含まれていませんので個人負担でお願いします。 

一室 2名 35,000円 一室 1名 24,000円（一泊朝食付き） 

振込先   ：三菱ＵＦＪ銀行 麹町支店 普通 ０３３５９３３ 

       クラシックカーピクニックラリー 

＊参加申込書はＦＡＸ(03-3238-0912)または郵送でお願いします。 

装備品    ：＊スマートフォンもしくはタブレット（ルートはグーグルマップを使用） 

       ＊ストップウォッチ 2個以上準備してください。（ゲーム時使用します。） 

（キッチンタイマー＆スマホ・ストップウォッチでも大丈夫です） 

募集期間    ：2020年 9月 20 日まで（定数に成り次第締め切ります） 

ゼッケン番号は参加申し込み入金順とさせて頂きます（通帳記帳順） 

協  賛  ：株式会社ヨコハマタイヤ、LIQUI MOLY、畑木工所 

 

ゴルフコンペ：翌日の 19 日（月）希望者によって大箱根カントリーでコンペを開催します。 

 

クラシックカーピクニックラリー実行委員会 委員長 宮下実 

住所〒102-0083 東京都千代田区麹町 4-3-6-702 

電話：03-3238-0911 FAX 03-3238-0912 

Mail:jmm356@gmail.com 



時間 場所 所要時間 スタンプ会場

Gマップ 各自、自宅よりスタートしてください。 距離 クロージング時間

セット地 第一スタンプポイントに合わせてご自宅の出発時間を決めて下さい。

👇

目的地１ 奥多摩湖大麦代公園 駐車場 

 第一スタンプ時間  10時～11時15分 11時15分

10:30 大麦代公園にて１号車より30秒間隔でスタート
411号線進む 大菩薩ライン通過 フルーツライン通過 80分

👇 55km 

目的地２ 11:50 勝沼ぶどうの丘にてランチ 

第二スタンプ時間  12時～13時 40分 13時00分

ぶどうの丘・噴水付近にてランチ、誘導員がいます。

12:30 ぶどうの丘 再スタート

御坂峠トンネル通過 137号線 45分

👇 29㎞

目的地３ 13:15 河口湖北原ミュージアム
ミュージアム見学 館内でスタンプ 15分

第三スタンプ 時間      13時30分～14時15分 14時15分

13:30 再スタート 50分

富士吉田西ICより 東富士五胡有料道路通過 29㎞

👇

目的地４ フジスピードウェイ東ゲート
14:20 フジスピードウェイカートコース

4周回し、2周目、3周目 のラップタイム差を１/１０秒 1 点減点 60分

第四スタンプ時間   15時～16時30分 16時30分

再スタート、やまぶき通り 401号線 138号線

箱根園入り口信号右折 神社通り

👇

目的地５ 16:20 小田急 山のホテル 60分

第五スタンプ時間  15時45分～16時45分 35㎞ 16時45分

ゴール時点でスタンプの確認をさせていただきます

17:00 最終車ゴール

17:10 表彰式

17:50 表彰式終了

18:00 ウエルカムドリンク

ディナーパーティー18時～20時30分

20:30 終了
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ClassicCar Picnic Rally to 箱根2020

*参加車両

メ-カ-名 車種　名 年　式

登録番号 車検有効期限 外装色

タイヤサイズ フロント リヤ

生産国 特徴

*ドライバー
ふりがな 生年月日 年齢 性別

名前 年　　月　　日

〒

住所
免許証ＮＯ 携帯電話

緊急連絡先 名前 電話

     ＊コ・ドライバー
ふりがな 生年月日 年齢 性別

名前 年　　月　　日

〒

住所
免許証ＮＯ 無し 携帯電話

     ＊追加者
ふりがな 生年月日 年齢 性別

名前 年　　月　　日

〒

住所

途中からのスタートの方は、希望の場所を指定してください。

（ぶどうの丘ランチより　・　北原ミュージアムより　・　山のホテル直行）

宿泊について〇を付けて下さい （宿泊希望　　・　　宿泊無し）

宿泊予約は事務局にて行いますがお支払いは、各個人負担でお願いします。

三菱UFJ銀行　麹町支店 普通０３３５９３３　クラシックカーピクニックラリー

参加申込書送り先　FAX０３-３２３８-０９１２

19日（月）大箱根カントリ-クラブ・ゴルフコンペ 参加希望の方は〇を付けて下さい。

｛参加します｝　　お名前　　　　　　　　　　

〒102-0083 千代田区麹町４-３-６-７０２　クラシックカーピクニックラリー実行委員会



クラシックカーピクニックラリー実行委員会 殿 

 

誓  約  書 

 

1、 私は、本大会の定める規則を厳守し、それに従うことを誓約します。 

 

2、 本大会開催中に起きたあらゆる事象について、大会役員、スタッフ、関係者及

び第三者に対して、誹謗・中傷を行ったり、責任の追及をしたり損害賠償の請

求をしない事を誓約いたします。 

 

3、 運転に際しては、道路交通法を厳守し、交通安全を最優先にして他の運転者や

地域の住民に対して危険な行為は絶対に行わない事を誓約します。 

 

4、 本大会が公開され取材や報道の写真・録画等に関しては主催者の権限であり 

対価を要求いたしません。 

また、主催者が参加名簿や写真・映像など使用公開する事を承諾し、異議申し

立てしない事を誓約します。 

 

 

ドライバー氏名（自筆署名 捺印） 

 

 

                                  印     年  月  日 

 

コ・ドライバー氏名（自筆署名 捺印） 

 

 

                                 印     年  月  日 
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規則書 
 

｛開催日時｝ 
10 月 18 日（日曜日） 奥多摩～甲州～フジスピードウェイ～箱根 

 

｛参加車両資格｝ 
1945 年より 1991 年までに製造された車両（スポーツカー）及び、大会実行委員長が認可した車。 

保安基準に適合した車両であり、車検取得車両、任意保険（対人対物）加入の事、消火器を搭載する事。 

著しい改造車やマフラーより爆音を発する車両レプリカや車検無しの車両は参加できません。 

｛ルート走行｝ 
指示に従い、スマホやタブレットのグーグルマップを使用し、決められたスタンプポイントを目的地に

して安全に走行してください。 

交通安全を厳守し、スピード違反・追い越し違反・あおり運転・迷惑行為の運転・携帯電話のナガラ走

行は止めてください。（減点の対象となります） 

 

｛競技方法｝ 
・減点０がベストの減点方式 

・スタンプポイントは決められた時間内に通過した方が減点０ 

・フジスピードウェイカートコースのラップタイム誤差を減点とします。 

 

｛参加費｝ 
参加費用にはイベント参加料及びドライバーとコ・ドライバーの昼食代、ディナーパーティー、記念品代

が含まれています。 

宿泊費は個人負担となります。 

 

｛事故｝ 
交通事故発生の場合、ゼッケンを外し速やかに警察と消防署に連絡をし、更に主催者まで連絡をお願い

します。 

 

｛故障・リタイヤ｝ 
故障や事故により走行不能の場合は、保険会社や JAF に移動を依頼してください。 

主催者へ、リタイヤの報告をお願いします。 

 

 

クラシックカーピクニックラリー実行委員会 

主催者: 宮下実 090-3104-8826 
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