
■ ２０１８ 鈴鹿クラブマンレース Ｒｏｕｎｄ（ ）参加申込書 
  私は、国際自動車連盟の国際モータースポーツ競技規則ならびにそれに基づいた国内競技規則と本大会特別規則に従って下記の通り参加を申し込みます． 

２０１８年   月   日 

■参加者（記入されていない場合は正ドライバーが参加者となる）  JAF エントラント  ライセンスＮｏ．

ﾌﾘｶﾞﾅ

参加者名  ﾌﾘｶﾞﾅ 

参加代表者氏名

〒 － ※ｴﾝﾄﾗﾝﾄﾗｲｾﾝｽを所持している方の氏名を記入してください

     ＴＥＬ( )-( )-( ) 

住所     ＦＡＸ( )-( )-( ) 

      携 帯( )-( )-( ) 

■正ドライバー      JAF  国際－A B C 

ﾌﾘｶﾞﾅ    国内－A   ライセンスＮｏ．

氏 名

SMSC・TRMC－S  ライセンスＮｏ．

年 月 日生まれ ( 才)       ＴＥＬ( )-( )-( ) 

〒 －  ＦＡＸ( )-( )-( ) 

 携 帯( )-( )-( ) 

住所 所属クラブ

JAF  国際－A B C 

国内－A   ライセンスＮｏ．

■補欠ドライバー(登録料￥5,200）

ﾌﾘｶﾞﾅ

氏 名

  SMSC・TRMC－S  ライセンスＮｏ．

年 月 日生まれ ( 才)       ＴＥＬ( )-( )-( ) 

〒   －  ＦＡＸ( )-( )-( ) 

 携 帯( )-( )-( ) 

住所 所属クラブ

プログラムに記載する車名：２０文字以内（点、丸、括弧、スペースを含め、半角・全角を問わず２０文字以内とする） 

出場レース○印： 
ｸﾗﾌﾞﾏﾝｽﾎﾟｰﾂ・FF ﾁｬﾚﾝｼﾞ( EK4 / EK9 / EG6 )・RS・ﾈｵﾋｽﾄﾘｯｸ・CS2・S-FJ・ F4( S / H )

FIT1.5ChallengeCup (300・320/330/340)・ﾌｫｰﾐｭﾗ Enjoy ( FE1 / FE2 ) ・MX-5・Vitz 

車 モデル名： ｼｬｼ-.ﾌﾚｰﾑ型式： 

両 エンジン型式： 気筒容積：  ㏄ 使用ﾀｲﾔﾒｰｶｰ： 

■誓約書・承諾書
２０１８鈴鹿クラブマンレース大会組織委員会 殿

１．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、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）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。 
２．私は、本大会を対価を得て公開し、テレビ、ラジオ、映画、写真、録音の対象にすることは、全て主催者の権限であることを承認いたします。 
３．私は、主催者が本大会の広報の為に、私及び私のチームスタッフの氏名、写真などを含み参加申込書に記入した個人情報を、公式プログラム・リザルト・場内 
  モニター・場内アナウンスなどに使用し、テレビ・ラジオ・インターネットなどを通じ配信することは自由であり使用する事を承認いたします。 
４．ドライバーが、未成年の場合、参加出場すること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、上記内容を誓約したことを条件に、申込用紙に署名し、参加申し込みいたします。 

●参加代表者署名 印 ※２０才未満の親権者または保護者の署名

●正ドライバー

●正ドライバー署名 印 親権者・保護者署名 実印 

●補欠ドライバー

●補欠ドライバー 印 親権者・保護者署名 実印 

希望ゼッケン 

第１希望 

第２希望 

下記の欄に受理書郵送先を記入すること。

〒     －

住所 :

氏名 :

未成年者出場承諾書・誓約書 
年間提出受理番号

２ ０ １ ８ － F 
未成年者出場承諾書・誓約書年間提出の場合も、 
上記誓約書署名捺印（保護者実印）が必要です。 
年間提出の場合、印鑑証明書の提出は不要です。 

メンテナンスガレージ 

記入欄 

マイポンダー番号 



クラス ゼッケン 

  
 

■ピット要員登録申請書／ＭＳ共済会申告書 
私はピット要員を登録するにあたり、「特別規則書」に定められた本年度有効な 
ＭＳ共済会加入を申告いたします。         ２０１８年   月   日 

 正ドライバー 

         氏名                印  

           ※２０１８年度有効のＭＳ共済会に加入済            

ＳＭＳＣ／ＴＲＭＣ－Ｓ会員Ｎｏ． 

      

 補欠ドライバー  

         氏名                印  

           ※２０１８年度有効のＭＳ共済会に加入済            

ＳＭＳＣ／ＴＲＭＣ－Ｓ会員Ｎｏ． 

      

 ピット責任者(1)  

         氏名                   

 

  月  日生まれ（生年月日   才）                          年

ＳＭＳＣ／ＴＲＭＣ－Ｓ会員Ｎｏ． 

 

 

     

他のクラスも兼ねる場合は、ご記入ください。 

クラス 

 

 

ゼッケン 

 ピット要員 (2)  

         氏名                   

 

     年  月  日生まれ（  才）                     生年月日

ＳＭＳＣ／ＴＲＭＣ－Ｓ会員Ｎｏ． 

 

 

     

他のクラスも兼ねる場合は、ご記入ください。 

クラス 

 

 

ゼッケン 

 ピット要員 (3)  

(ｼｮｰﾄｺｰｽの場合追加料 氏名                   

￥2,100必要） 

生年月日     年  月  日生まれ（  才）                     

ＳＭＳＣ／ＴＲＭＣ－Ｓ会員Ｎｏ． 

 

 

     

他のクラスも兼ねる場合は、ご記入ください。 

クラス 

 

 

ゼッケン 

 ピット要員 (4)  

(追加料￥2,100必要） 氏名                   

 

生年月日     年  月  日生まれ（  才）                     

ＳＭＳＣ／ＴＲＭＣ－Ｓ会員Ｎｏ． 

 

 

     

他のクラスも兼ねる場合は、ご記入ください。 

クラス 

 

 

ゼッケン 

 ピット要員 (5)  

(追加料￥2,100必要） 氏名                   

 

生年月日     年  月  日生まれ（  才）                     

ＳＭＳＣ／ＴＲＭＣ－Ｓ会員Ｎｏ． 

 

 

     

他のクラスも兼ねる場合は、ご記入ください。 

クラス 

 

 

ゼッケン 

※ピット要員の登録は、ピット責任者を含みショートコースは２名、フルコースは３名までとします。 
 但し、１名につき２，１００円のピット要員登録料を添えて申し込みされたチームは、計５名まで認めます。 
※ピット要員で、ＳＭＳＣ会員、ＴＲＭＣ－Ｓ会員以外の方は、登録１名につき暫定共済会費５００円を添えて 
 お申込みください。 

＝マイポンダーについて＝ 

レース時もマイラップスサービス（フルコース時は区間計測を含む）を公開いたします。なお、公式タイムとマイラップスサービス

で公開されるタイムは、機器の特性上若干の誤差が生じます。公式タイムは、公式リザルトに記載のタイムが正式となります。マイ

ラップスタイムは参考としてご活用ください。また、誤差に伴う抗議はできないことを予めご了承の上、ご利用ください。     

＝個人情報のお取り扱いについて＝ 

ご記入いただきましたお客様の個人情報をもとに、当社開催レース時などにおいて、公式プログラム、リザルト（当社ホームページ含む）、場内モニ

ター、アナウンスなどに利用させていただきます。シリーズ開催されているレース等においては、関連団体（企業）にお客様の情報の一部（住所、氏

名、電話番号）を弊社から提供する場合がございます。なお、詳しくは、当社ホームページのプライバシーポリシーをご覧ください。 

（http://www.suzukacircuit.jp/） 
 

参加料 
補欠ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ 

登録料 

ﾋﾟｯﾄ要員 

追加登録料 

ﾋﾟｯﾄ要員 

暫定共済会費 

  

合計 
 

受領日 
 

事務局長印 

 
ｼｮｰﾄｺｰｽ 

41,200円 

ﾌﾙｺｰｽ 

46,300円 

 

5,200円 × 

(    )名 

 

2,100円 × 

(    )名 

 

500円 × 

(    )名 

 
 

     

円 

 
 

／ 

 

※事務局記入欄 

 

http://www.suzukacircuit.jp/
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