日本人最初のレーサー

り、当時の著名なモータリストである喜七郎氏はフィ
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観衆を驚かせ、現地の新聞雑誌に大きく報道された。

の喜七郎氏は 2 位になった。
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私財を投じて札幌大倉山ジャンプ競技場の建設。
川奈ホテルを設立。
赤倉観光ホテルを設立。
ホテルオークラを設立。
2 月 2 日逝去。
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2 月 5 日、従三位勲一等瑞宝章を受章。

7 月 6 日、英国ブルックランズの自動車レースで 2 等賞に
入る。
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（明治43）
年 日本初の自動車団体 ｢日本自動車俱楽部｣ を結成。
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天皇陛下用自動車のはじめ
大倉喜八郎氏の御曹司であった喜七郎氏は、上記ブ
ルックランズ・グランプリのレースの後、帰国後に、
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そのため、自動車業界における有力な団体となり、
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重視するようになる。
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大倉財閥 2 代目総帥として
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年の警視庁登録自動車36台中最多の 7 台
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る「大和楽」を創設し、尺八とフルートを合わせた新

喜七郎氏のフィアット100馬力と米国人パット･マース氏の飛行機の競走、数秒の差で喜七郎
氏のフィアットが勝ったと報じられた。1911
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日本で初めての自動車レース、主催は米国日本人自動車研究
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しい楽器「オークラウロ」を開発するなどした。
日本初の自動車団体「日本自動車俱楽部」を創立
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（明
もうひとつ、喜七郎氏の功績のひとつには、1910
年の日本初の自動車団体「日本自動車俱楽部」の
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大倉喜七郎氏は、日本の自動車レースを先駆するの

設立がある。設立に当たって常務委員長として中心人

みならず、自動車文化他、多才な先駆者として非常に

物となり、1910年12月に帝国ホテルで発会式が行われ

多くの功績を残した。

た。当時のオーナーは外国人が多く、その大半が俱楽

（工学院大学教授 工学博士 野崎博路）

喜七郎氏が英国から持ち帰ったフィアット。

部に加入していたうえ、日本人オーナーも主だった人々

英国ブルックランズ ･ レース場開催記念レー
スに、 2 位になった喜七郎氏とフィアット。

日本自動車合資会社の陳列場
（東京赤坂区溜池30番地）
。

、
運転は喜七郎氏、後方は、右より伊藤博文、有栖川宮威仁親王
（1862~1913）
明治41
（1908）
年夏撮影。

