
参加申込書 
201   年　　月　　日 

競技大会名： 

シリーズ名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    

私はJAF国内競技規則ならびにJMRCラリーシリーズ関東地域統一規則および大会特別規則に従って参加申込いたします。 
チーム名： 

氏名： 
住所：〒　　　　̶ 

参加者ライセンス種別：国際 / 国内 参加者ライセンスNo： 

携帯電話 / 電話： FAX：

FAX： 

参加クラス： 
参加車両名： 受理書送付先：参加者/ドライバー/ ナビゲーター 

参
加
者

（どちらかに○を付ける） 

（○を付ける） 公認 / 加盟 / 準加盟/ 承認 

（○を付ける） 公認 / 加盟 / 準加盟/ 承認 

地域コード 

氏名： 

住所：〒　　　　̶ 

競技ライセンス種別：国際 A / B / C / 国内 A / B 競技ライセンスNo： 

携帯電話 / 電話： 

　　　年　　　月　　　日（　　　）歳　男・女 （○を付ける） 
ド
ラ
イ
バ
ー

（該当に○を付ける）JMRC：加盟／非加盟

（○を付ける） 

所属クラブ名： 略称： 所属クラブ登録No： 

地域コード 

運転免許証種別： 取得：    　　　年　　月　　日 運 転 免 許 証 No： 

略称： 所属クラブ登録No： 

オーガナイザー記入欄 

受付番号 受付日 参加料  保険料  審　査 ポイント カーナンバー 順　位 

フリガナ

フリガナ 

氏名： 

住所：〒　　　　̶ 

競技ライセンス種別：国際 A / B / C / 国内 A / B 競技ライセンスNo： 

　　　年　　　月　　　日（　　　）歳　男・女 （○を付ける） 
ナ
ビ
ゲ
ー
タ
ー

（○を付ける） 

所属クラブ名： 

地域コード 

運転免許証種別： 取得：    　　　年　　月　　日 運 転 免 許 証 No： 

フリガナ

JMRCスポーツ安全保険  加入 / 未加入

JMRCスポーツ安全保険  加入 / 未加入

　私は、本大会特別規則をはじめ国際モータースポーツ競技規則、国内競技規則など、本競技に関わるモータースポーツ競技諸規則
を承認し遵守いたします。また、運転者は参加種目について標準能力を持ち、参加車両についてもコースまたはスピードに対して適
性があり、競争が可能であることを申告いたします。 
　私はモータースポーツが危険性を伴う競技であることを十分認識の上、自己の責任において誠実かつ適切に競技を遂行するととも
に、本競技に関連して万一事故が発生し、私や私の関係者が被害を被ることがあっても、社団法人日本自動車連盟（JAF)をはじめ競
技関係者(団体および個人)の方々に対していかなる責任も追及することはいたしません。 
　以上誓約いたします。 

誓 約 書

印 

印 

印 

201   年　　月　　日 

親権者 署名 印 

親権者 署名 印 
左記の者が20歳未満の場合、親権者の署名が必要です。 

参 加 者 署 名 

ドライバー署名 

ナビゲーター署名 

昭和 
平成 

本競技会はＦＩＡの国際モータースポーツ競技規則に準拠した日本自動車連盟（ＪＡＦ）の国内競技規則に従って開催される。 

昭和 
平成 

公示 

JMRC加盟クラブ・未加入クラブ 

JMRC加盟クラブ・未加入クラブ 

E-Mail：

FAX： 携帯電話 / 電話： E-Mail：

（該当に○を付ける）JMRC：加盟／非加盟

JMRC見舞金制度  加入 / 未加入

JMRC見舞金制度  加入 / 未加入



マフラーの変更

対人：　　　　　　万円　　搭乗者：　　　　　　万円　　　対物：　　　　　　万円 

保険会社名：　 

ラリーに有効な保険：

(1)　個人で加入の場合 
（右の欄に記入） 

(2)   オーガナイザーに依頼 

(3)JMRC関東ラリー見舞金に加入 (注)ドラ、ナビ(コ・ドラ)ともにＪＭＲＣ関東加盟クラブに所属し、スポーツ安全保険又は見舞金制度への加入が使用条件です。

製造会社名（メーカー）

ラリー保険申告書

注：タイヤメーカーやサイズなど
複数にまたがる可能性の有る場合
は主な名称を記入して下さい。

車 両 申 告 ／ 保 険 ・ 出 場 経 歴 書
本申告車両は、JAF国内競技車両規則ならびにJMRCラリーシリーズ 
関東地域統一規則及び大会特別規則に従って製作され、参加車両区
分規定の改造範囲を超えていないことを誓約します。

カーナンバー 参加クラス

参加者氏名： 印 

ドライバーの競技出場経歴
年／月 競技会名称 格 式 クラス／成 績

シリーズポイント 

ナビゲーター(コ･ドライバー)の競技出場経歴
年／月 競技会名称 格 式 クラス／成 績

ドライバー 
ナビ(コ・ドラ) 

競技会名称 合計 

消火器の取付け

参加車両申告書

デファレンシャルの変更

タイヤメーカー: サスペンションの変更

ホイールの変更

ロールケージの取付け

シートの変更

シートベルト追加取付

前部霧灯の追加取付

ラリーコンピュター取付

ガード類の取付け

L : 

（参加申込のシリーズポイントを記入・ポイントは申込時点での自己申告を記入して下さい） 

タイヤサイズ
：

ロールケージメーカー
：

ランプポッドの取付

L : 

改造及び変更･追加等申告内容

車両正式名称

車両型式

自動車登録番号（ナンバー）

初度登録

年　　　　月

排気量（過給装置付ｘ1.7）

cc
参加車両区分 

（RB車両・F車両は参加競技への適合を良く確認すること）

競技車両区分については参加者自身が自分の車両がどの区分に該当するかをJAFホームページのモータスポーツ諸規則のラリー車両規則を見て確認のこと
URLは　http://www.jaf.or.jp/msports/rules/image/2016regulation_rally.pdf 　にて確認できます。

※RB車両について詳しくは、JMRC関東ラリー部会ホームページを参照のこと。

有効
期限

(　　　　　　)
（銘柄）

年　　月

(　　　　　　　)

オーガナイザー記入

L : R : 

FHRｼｽﾃﾑ(HANS等)の装着

(注)オーガナイザー用意の保険申込書に記載し、必要書類と共に本申し込み書に添付のこと。

R : 

R : 
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