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エントリーフォーム

CAR	No.

競技参加者 ドライバー コドライバー
チーム名

（競技ライセンスに記載されているとおり）

氏名（日本語とローマ字併記）
（競技ライセンスに記載されているとおり）

生年月日

国籍 ※
（競技ライセンスを取得した国名）

郵便物送付先住所

国名および郵便番号

パスポート番号 ※

アレルギー
（および医薬品に対する反応）

連絡先
（1、2、3のいずれかにチェックしてください） □ 1 □ 2 □ 3

電話番号（職場）

電話番号（自宅）

電話番号（携帯電話）

競技中に連絡可能なチーム担当者の
電話番号（監督、マネージャー等）

※競技中にHQよりチームへ連絡などがある場合使用します

FAX番号

E-mailアドレス

競技ライセンス番号

上記ライセンス発行ASN ※

運転免許証番号

上記運転免許証発行国 ※

※日本人の方は基本的に記入不要

参加車両

メーカー 登録番号

型式 排気量（cc） cc

製造年 年 車台番号

クラスおよびグループ（例：RC2／VR5） ／ エンジン番号
（またはエンジン型式）

FIA公認番号（全日本はJAF公認番号） 主な車体色

車両の登録国 リストリクター径（過給機付きのみ） Φ

※JSR規定車両の場合、改造箇所。記入しきれない場合は別紙で作成して添付してください

スポンサー名

□ International　□ JSR　□ 国内参加カテゴリ

参加クラス International：□ RC2  □ RGT  □ RC3  □ RC4  □ RC5　JSR：□ 4WD  □ 2WD　国内：□クラス1  □クラス2  □クラス3  □クラス4
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エントリーフィー（税別）

エントリーカテゴリ エントリーフィー 締切日 該当するものにチェック

早期参加申込特別料金 180,000円 9月30日（月） □
通常料金 210,000円 10月21日（月） □

戦績
スタート順作成の参考とするため、以下にご記入ください

ドライバー名 車名 クラス／グループ ／

現在、FIAプライオリティ選手である はい □　いいえ □ 過去にFIAプライオリティ選手だった 年

現在、国内シード選手である はい □　いいえ □ 過去に国内シード選手だった 年

タイトル獲得選手権 選手権名： 年

過去の戦績

年 イベント名 車両 グループ 総合成績 クラス成績 完走台数

国
際
大
会

国
内
大
会

そ
の
他
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誓約

　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対する十分な能力を持ち、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、一般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）、土地所有者や土地使用者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。

承認および合意

私は、本エントリーフォームに記載されているすべての情報が正確であり、上記の誓約をし、Central Rally Aichi / Gifu 2019に参加す
ることに関わるすべての条件を受け入れることを、ここに署名により誓います。

ASN STAMP※ 競技参加者署名 ドライバー署名 コドライバー署名

※日本以外の国で発給された競技ライセンスの保持者は、その国のASNから確認印を得るか、有効な許可証を提出しなければなりません。

作成日（年／月／日） ／ ／

Rally Japan運営事務局（株式会社サンズ内）
E-mail entry@rally-japan.jp
FAX 03-6897-4840

エントリー締切：10月21日（月）21:00

エントリーフォーム送付先（E-mailもしくはFAX）：
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プロモーション情報
プロモーションの資料とするため、以下にご記入ください

ドライバー コドライバー

氏名

フリガナ

性別 □ 男性　□ 女性 □ 男性　□ 女性

生年月日

職業

既婚／未婚 □ 既婚　□ 未婚 □ 既婚　□ 未婚

お子さんの数

趣味

好きなこと／もの

嫌いなこと／もの

マイカー

初めて参戦したラリー
（開催年、使用車両、リザルト）

ラリーに参戦する理由

今大会の目標
（今シーズンの目標）

その他のコメント
（ファンへのコメント）

パスポートサイズ（縦45×横35mm）の顔写真データを <entry@rally-japan.jp> へ送付してください。プログラムに使用します。

※	ご協力のお願い
Central Rally Aichi / Gifu 2019では、11月8日（金）モリコロパークにて開会式を開催します。
その会場にて、選手からのプレゼントコーナーを企画しておりますので、チームグッズ等の提供をお願いします。
選手やチームからの商品やグッズは大変人気があります。プレゼントの際には提供元をアナウンスしますので、チーム等のPRに
役立ちます。ぜひご協力をお願いします。
なお、ご提供品はラリーHQでお預かりします。参加受付の際などにお持ちください。
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この用紙に記入し、エントリーフォームと一緒に提出してください。

TEAM

チーム名称

参加者

住所
TEL

FAX

E-mail Mobile

11月6日（水）に行われるテスト走行に参加します。
「Yes」の場合、セクションAに記入してください。 □ YES

他の競技参加者と機材やサービスクルーを共有します。
「Yes」の場合、セクションBに記入してください。 □ YES

サービスエリアに関する特別な要望をします。
「Yes」の場合、セクションBに記入してください。 □ YES

車両を輸入します。
「Yes」の場合、セクションCに記入してください。 □ YES

物品その他をオーダーします。
「Yes」の場合、セクションDに記入してください。 □ YES

ラリー保険、その他の保険を申し込みます。
「Yes」の場合、セクションDの保険申込欄に記入してください。 □ YES

注意 : エントリーフィーの支払いは銀行振り込みのみです。クレジットカードでのお支払いはできません。

テスト走行（練習走行）のご案内

日時 11月6日（水） 10:00〜15:00
場所 愛・地球博記念公園（モリコロパーク）サイクリングコース
費用（税別） 1台30,000円（2時間）

希望走行時間 □ 10:00〜12:00 □ 13:00〜15:00

参加台数 □ 1台 □ 2台 □ 3台 □ 4台
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サービスエリアに関する要望

各参加者に与えられるスペースは5×10mです。追加スペースの要望があり、承認された場合はこれに追加されます。

	B.1	 追加スペースの要望。海上輸送コンテナや大型のサービス車両を持ち込まれる場合は、その大きさを明記してください。

広さの要望

	B.2	 他の参加者と機材やクルーを共有するため、サービスエリアの隣接を希望します。

他のクルーの名前

サービスパークへ追加機材を注文したい方は、セクションDに記入してください。

車両を輸入する場合は、下記に車両の詳細を記入してください。3台目からは用紙を付け足してください。

車両の輸入

車両1 車両2

メーカー

型式

車体番号

車両の種類

車両登録番号

排気量

車両全長

車幅

ドライバー名

ドライバーの生年月日
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支払い明細およびその他の注文（金額は税別）

●テスト走行とサービスパーク 開始日 終了日 数量 価格（円） 小計 備考

エントリー費用 210,000

エントリー費用（早期申込割引） 180,000

テストラン参加費用 30,000

追加サービススペース（5×10m) 30,000

追加登録するサービス員 2,000

チームカー駐車場 2,000

ラウンジ入場パス 7,000

レンタルテント（3×6m) 40,000

発電機（2kVA 100V） 30,000

● 追加の書類が必要な場合

ロードブック（追加） 7,000

公式プログラム（追加） 1,000

ルートマップ（追加） 800

● 保険

自賠責保険 7,000

ラリー保険（第三者賠償保険） 25,000

個人傷害保険（1週間） 550

上記合計

銀行名 りそな銀行（0010）
店名 新都心営業部（675）
預金種目 普通預金
口座番号 3492393
口座名義 株式会社サンズ
略称 カ）サンズ

振込先

お支払い方法
エントリーフィーおよびその他の注文にかかる費用は、申し込みと同時に下記口座へ銀行振込でお支払いください。クレジット
カードや小切手での支払いはお受けできません。また、支払いは日本円のみとし、すべての送金手数料は参加者負担となります。
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車載カメラ使用申請書

EVENT
競技会名 年度 カテゴリ クラス 日付

Central Rally Aichi / Gifu 2019 2019

チーム名 参加者名

本ラリーで使用する車載カメラを、下記のとおり登録申請します。

※大会期間中の映像の版権はオーガナイザーに帰属することを承知のうえ申請します

※オーガナイザーに映像の提供を求められた場合は速やかに提出します

※個人やチームのウェブサイト・SNSに映像を掲載する場合、当該映像は事前にオーガナイザーによるチェックを受けます

搭載する車載カメラ

メーカー 型式（商品名） 台数 メディアの種類
（SD、フラッシュメモリ、DVD他）

①本映像は個人的に視聴や記録を残すだけで、ウェブサイト・SNSへの公開は行いません □ YES □ NO

上記①がYESの場合、以下の記入は不要

②本映像を個人のウェブサイト・SNSに公開する予定です
　（YESの場合は公開予定のURLを下記に記入） □ YES □ NO

③本映像をチームのプロモーション用としてウェブサイト・SNSに公開する予定です
　（YESの場合は公開予定のURLを下記に記入） □ YES □ NO

④本映像を第三者に提供・譲渡する予定です
　（YESの場合は提供・譲渡先の会社名や媒体名、氏名および使用用途を下記に記入）

□ YES □ NO

車載カメラ映像提供先届出書

※映像の第三者への提供・譲渡は、当該映像を使用する第三者による別途申請が必要となります

事務局受付日 メディアオフィサー確認欄 技術委員長確認欄

▼事務局使用欄
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