
下記記入項目はレース大会の開催・運営の資料に使用するもので、他目的には使用致しません。 プロフェッショナル

別紙、参加に関する誓約書をご確認の上、全ての下記項目のご記入をお願いいたします。 クラブマン

□ 申込み大会

開催サーキット 本書類提出日　2018年　　　月　　　日

□ エントラント（競技参加者）

代表者氏名

ふりがな

競技参加者許可証No.： - -

〒   　　　  －

： （ ）

ＴＥＬ ： （ ）

Ｍａｉｌ ： @

□ ドライバー（競技運転者）

競技運転者名：

ふりがな

： 19      年    　月     　日（    　歳）

〒   　　　  －

携帯 ： （ ）

ＴＥＬ ： （ ）

Ｍａｉｌ ： @

競技運転者許可証No. - -

運転免許証No. - -

：

親権者・保護者署名： 実印 ※未成年者の場合保護者署名・実印

□ 参加車両

車両：      86 『86 Ｒａｃｉｎｇ』　/      BRZ 『ＲＡ Ｒａｃｉｎｇ』 車台No： Ｚ 6 －

タイヤ銘柄：

メンテナンス工場：

□ 参加受理書送付先

〒   　　　  －
ふりがな

ＴＥＬ ： （ ）

生年
月日

車両名:86またはBRZを
含み15文字以内

住所：

  　　 国内 Ａ　／　   　国際 Ａ・  　 Ｂ・   　Ｃ・   　Ｒ
　　　その他　Ｎｏ．

血液型：       ＲＨ＋／       －

担当者：

                エントラント（競技参加者）住所　　　　　ドライバー（競技運転者）住所　　　　　　その他（発送先を下記にご記入下さい）　

TOYOTA GAZOO Racing 86/BRZ Race 2018 参加申込み書

エントラント名：
（競技参加者名）

ゼッケンＮｏ．

住所：

　※競技参加者許可証（エントラントライセンス）をお持ちの方のみご記入下さい。　　競技参加者許可証（エント
ラントライセンス）をお持ちでない方は、ドライバー（競技運転者）がエントラント（競技参加者）となります。

第　　   大会

参加シリーズ

携帯

Ｎｏ.

住所：

サーキットライセンス名称：
※開催サーキットもしくは関連サーキット

メンテナンス責任者：　

タイヤサイズ：　205／55　Ｒ16



下記記入項目はレース大会の開催・運営の資料に使用するもので、他目的には使用致しません。 プロフェッショナル

別紙、参加に関する誓約書をご確認の上、全ての下記項目のご記入をお願いいたします。 クラブマン

□ TOYOTA GAZOO Racing ワンメイクレース対応保険 加入確認

車両 初度登録年月　平成 　　年　　 月　 保険料 ￥ ， －

□ TOYOTA GAZOO Racing ワンメイクレース対応保険 加入の場合は必ずご記入（入力）ください。

保険書類送付先： 〒   　　　  －
ふりがな

ＴＥＬ ： （ ）

※上記保険に関する情報は保険代理店（株式会社テー・エス・シー）へ提出させていただきます。

□ 今大会のＰＲポイントなど（大会アナウンサー資料・チーム紹介等に活用させていただきます）

自動車登録番号：

※最新の保険料表を参照してご記入下さい。

※チーム・ドライバーの紹介、今大会への意気込みなどご記入にご協力下さい。

TOYOTA GAZOO Racing 86/BRZ Race 2018 参加申込み書
参加シリーズ ゼッケンＮｏ．

 『TOYOTA GAZOO Racing ワンメイクレース対応保険』への加入を希望しますか？  　はい　　いいえ　（どちらか必ず✔して下さい）

（「はい」の場合）　　下記内容を確認いたしました。　　（確認した場合、✔を入れて下さい）
「重要事項のご説明」の内容を確認・了解し、意向に沿った契約内容であることを確認するとともに、個人情報の取扱に同意のうえ
加入を申し込みます。また、参加車両について、同様の危険を補償する他の保険には加入しておりません。

連絡担当者：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号：

担当者：

加入者：

ドライバー名（本名）：

車台番号：　Ｚ　　６　－



大会組織委員会　御中

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規則を承諾し遵守致します。
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正があり、競争が可能であることを申告致します。
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、自己責任において誠実かつ適切に競技を遂行すると共に、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）・T.R.A.
に対していかなる責任も追及することは致しません。また、その事故が主催者、オーガナイザーに起因する場合であっても変わりありません。
尚、私の過失で本サーキットの所有にかかる施設器材、車両等に損害を与えた時は、その損害について弁償致します。
私は本大会参加にあたり、エントラント、ドライバー及びピットクルーの氏名、参加車両の写真、レース結果等の報道、放送、記載の権限を主催者がもつことを
承諾致します。
私は、本大会の広報の為に、エントラント、ドライバー及びピットクルーの氏名、参加車両の写真など含み参加申込書に記載した個人情報を、公式プログラム
・リザルト・場内アナウンス・場内モニターなどに使用し、テレビ・ラジオ・インターネットなどを通じ配信する事を承諾致します。
私は、本大会の安全管理およびプロモーションの為、T.R.A.が指定・管理するドライブレコーダーおよびデータロガーを装着する場合、T.R.A.からの指示により、
必要なデータを提出いたします。
また、そのデータに含まれる内容について、サーキット内・TOYOTA GAZOO Racing ウェブサイト等、本レースシリーズのプロモーションに限定して使用される
ことに同意いたします。
私は、現在および将来にわたって、私や私の関係者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、その他暴力団もしくは暴力団員を不当に
利用する者、暴力、威力もしくは詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する者、またはこれらの者と密接な関係を有する者に該当しないことを表明し
これを確約します。
参加ドライバーが未成年の場合、参加出場する事を親権者として承諾し、印鑑証明を添えて申し込みます。
私は、本大会の振興の為に、主催者より大会期間中場内で開催される、ドライバートークショー、インタビュー等進行策の実施について最大限、参加・協力し、
その画像、動画含めた使用に際し、許可します。

　　　　　　　　　私は、上記内容を誓約したことを条件に、申込み用紙に署名し、参加申込み致します。

参加者署名： 印

運転者署名： 印 保護者署名： 実印

※運転者が20歳未満の場合、保護者の署名実印捺印および印鑑証明提出

チーム要員登録及び保険加入済申告書

(　　歳)

競技運転者 (　　歳)

ピット要員① (　　歳)

ピット要員② (　　歳)

ピット要員③ (　　歳)

※有効な保険に未加入及び、満16歳未満のチーム要員登録は不可。 ※ＪＡＦ保険規定/ドライバーは900万以上、ピットクルーは400万円以上

※サーキットライセンス所有者・ＪＭＲＣ加入者は上記保険加入に有効です。 （十勝除く）

月 日

① 印

② 印

③ 印

④ 印

⑤ 印

　－　－　－　－　－　－　事務局記入欄（下欄は記入しないでください）　－　－　－　－　－

事務局記入欄不備内容

86BRZ担当検印検印参加料

※鈴鹿・もてぎはサーキットライセンス保持者以外は共済会への申込みが必要です。　（サーキットより別途ご案内させていただきます）

TOYOTA GAZOO Racing 86/BRZ Race 2018 参加に関する誓約書

加入済保険種類
保険会社名

        2018年　　　　月　　 　日

住所氏　名登録者
競技参加者
もしくは帯同者



ＪＡＦ登録番号標付車両による

公認レース車両申告書
　　プロフェッショナルシリーズ　　　　　　クラブマンシリーズ

年 月 日 提出

国際   ・国内   No.

国際   ・国内   ・その他 No.

  86／   BRZ ZN6-VPNT8（ 　) / ZC6( 　)288 乗車定員 4 名

ｃｍ 幅 ｃｍ ｃｍ

サイズ：205／55　R16

メーカー名

サイズ：　16×7.0Ｊ(48)　　16×7.0ＪＪ(48)

メーカー名

ＴＲＤ ＳＴＩ

外径 　　365mm 363mm

ＴＲＤ ＳＴＩ

ＴＲＤ ＳＴＩ

参加車両の改造（変更・取付）点については上記申告内容に相違なく、国土交通省令道路運送車両の保安基準に適合し、ＪＡＦ国内競技規則に
基づく車両で公道を走行するに足りる条件を満たしており、自己の責任において保安基準への適合性の確認を行っていることを誓約致します。
尚、参加車両の改造（変更・取付）に際しては、競技会車両検査時に求められた場合、当該部分詳細図等（カタログで可）を提示することを誓約
致します。
また、参加車両については2018年ＪＡＦ国内競技車両規則に合致していることを誓約致します。

2018年 月　 日

競技参加者署名： 印

私は本大会への参加につき、カメラを車両に搭載し撮影を希望するにあたり、下記の通り誓約し、申請致します。
撮影した映像は、私の個人研究、学習用として私的使用するもので、不特定多数への映像の提供を含み、商業用あるいはＰＲ用等には
一切使用致しません。後日、商業用、ＰＲ用等に使用する場合、あるいは私的使用以外の事実が明らかとなった場合には、速やかに
別途規定の権料を支払うことを契約致します。尚、この映像を根拠とした他のエントラントに対する誹謗中傷、あるいは審判員の判定に
対する異議申立ては致しません。また、オーガナイザーから要請があった場合には、速やかに映像の提出に応じることを誓約致します。

2018年 月　 日

競技参加者署名： 印

競技運転者署名： 印

※ご自身の車載カメラ搭載の場合は記載のこと。
　Ｔ．Ｒ．Ａ．指定ドライブレコーダーのみ搭載の場合は不要です。

変更の有無

デファレン
シャル

ロール
バー

11 　　     純正　　　　認定部品(機械式)
安全
ベルト

有・無

有・無

自動車登録番号

内容

7

ｼｮｯｸｱﾌﾞ
ｿｰﾊﾞｰ

消火器

有・無

変更の有無

有・無

Ｔ．Ｒ．Ａ．事務局

3
補助

前照灯

4

5

誓約

車室内

内容

内容

ステアリング
ホイール

内容

スプリング

有・無

有・無

車載カメラ使用申請書

駆動

競技会名称

車台番号

有・無

9

有・無

有・無

シャーシばね

 　　Z    6 -

外観形状

2 8

変更の有無

10

ホイール

6

車室内

1 座席

①　TOYOTA GAZOO Racing 86/BRZ Race 2018 公認レース車両申告書
ゼッケンNo．

競技参加者許可証

競技運転者許可証

高さ

参加者記入欄

長さ

競技運転者氏名

車両(通称名)

2018

競技参加者名称

内容

有・無

変更の有無

ＪＡＦ国内競技車両規則に基づき参加車両の改造（変更・取付）点を申告致します。

タイヤ

変更の有無

型式



ＪＡＦ登録番号標付車両による

レース終了後の車両検査票
　　プロフェッショナルシリーズ　　　　　　クラブマンシリーズ

年 月 日 提出

    86 『86 Ｒａｃｉｎｇ』　／     BRZ 『ＲＡ Ｒａｃｉｎｇ』 ZN6-VPNT8(　  ) / ZC6(　  )288

検査結果に従い必要な整備作業等が完了しない限り、当該車両で一般の交通用

に供することはせず、自動車登録番号標付車両によるレースには参加しない事を

誓約致します。

2018年 月　 日

競技参加者署名： 印

競技運転者署名： 印

2018

開催日

誓約

  　Z     6-

②　TOYOTA GAZOO Racing 86/BRZ Race 2018 レース終了後の車両検査票
ゼッケンNo．

氏名

型式

国際   　・国内   　・その他　　No.

参加者記入欄

競技会名称

メンテナンス工場

自動車
登録番号

許可証

車台番号

競技運転者

Ｔ．Ｒ．Ａ．事務局

競技参加者 許可証 国際    ・国内   　No.

氏名

車両
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