
※２０１６年４月２２日（金）に練習会走行を設定しましたのでご案内します。

※４月２２日（金）スケジュール
○ゲートオープン（正面ゲート） ７：００～
○練習会受付（技術委員待機場所） ７：３０～８：３０
○練習会慣熟歩行 ８：００～８：５０
○練習会走行時間（天候により短縮及び中止有） ９：３０～１６：００（予定）※昼休憩をはさむ

○４月２２日（金）　９，０００円

○参加申込明細書に練習会参加料の項目がありますので、参加料・その他の費用と合算してお申込下さい。
　

４月２２日（金）

  〒 TEL

FAX

携帯

 私どもは、公開練習参加にあたり、２０１６年ＪＡＦ全日本ジムカーナ第2戦とは全く関係ない走行会である事を承諾しています。

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 ドに対して適応性があります。

私は、本日の走行会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走行を遂行すると共に

本走行会に関連して万一事故が発生し、私や私の関係者が被 害を被る事があっても大会関係者（団体・個人）に対して、

いかなる責任も追及することはいたしません。また、その事故が主催者/ｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰに起因する場合であっても変わりありません。

尚、私の過失でコースの施設機材・ 車両などに損害を与えた場合はその損害について弁償します。

 参加者署名  ㊞  運転者署名  ㊞

運転者と異なる場合記入  

 保護者署名  ㊞
上記運転者が20歳未満の場合は保護者の署名・捺印

  ※提出された個人情報は大会運営以外では使用しません。 　　署名年月日　　　　　　　年　　　　月　　　　日

誓約書

住
所

車両名 型式

重複
参加

有　・　無
先走者

ドライバー
後走者

ドライバー

 奥州VICIC　行き

参加クラス 運転者名 ゼッケン

【　練習会のご案内　】

【　練習会スケジュール　】

【　練習会参加料　】

【　参加申込方法　】

切り取り線

【　練習会参加申込書　】



※２０１６年４月２３日（土）公開練習走行を設定しましたのでご案内します。

　　尚、公開練習の参加は任意です。

○ゲートオープン（正面ゲート） ６：３０～
○公開練習受付（技術委員待機場所） ６：３０～８：００
○公開練習慣熟歩行 ７：２０～８：１０
○ブリーフィング ８：２０～８：３５
○公開練習第１ヒート（ゼッケン順） ８：４５～
○公開練習慣熟歩行 第１ヒート終了後３０分間
○公開練習第２ヒート（ゼッケン順） 第１ヒート終了４０分後より

○６，０００円　２トライ

○参加申込明細書に公開練習参加料の項目がありますので、参加料・その他の
　費用と合算してお申込下さい。

４月２３日（土）

  〒 TEL

ＦＡＸ

携帯

 私どもは、公開練習参加にあたり、２０１６年ＪＡＦ全日本ジムカーナ第２戦とは全く関係ない走行会である事を承諾しています。

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 ドに対して適応性があります。

私は、本日の走行会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走行を遂行すると共に

本走行会に関連して万一事故が発生し、私や私の関係者が被 害を被る事があっても大会関係者（団体・個人）に対して、

いかなる責任も追及することはいたしません。また、その事故が主催者/ｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰに起因する場合であっても変わりありません。

尚、私の過失でコースの施設機材・車両などに損害を与えた場合はその損害について弁償します。

 参加者署名  ㊞  運転者署名  ㊞

運転者と異なる場合記入  

 保護者署名  ㊞

上記運転者が20歳未満の場合は保護者の署名・捺印

※提出された個人情報は大会運営目的以外では使用しません。  　　署名年月日　　　　　　　年　　　　月　　　　日

インフォメーション　１

【　公開練習のご案内　】

【　公開練習スケジュール　】

【　公開練習参加料　】

【　参加申込方法　】

切り取り線

【　公開練習参加申込書　】
 奥州VICIC　行き

参加クラス 運転者名 ゼッケン

誓約書

住
所

車両名 型式

重複
参加

有　・　無
先走者

ドライバー
後走者

ドライバー



参加クラス ゼッケン

 私は、本大会特別規をはじめ同際モータースボーツ競技規則、同内競技規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致します。

又、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求することは致しません。以上、誓約致します。

なお、当大会の参加者、連転者、要員の氏名、参加車両の与真・映像、競技結果等の報道・放送・掲載の権限はオーガナイザーにある事を承認致します。

サービス員署名 サービス員署名

サービス員署名 サービス員署名

サービス員署名 サービス員署名

サービス員署名 サービス員署名

サービス員署名 サービス員署名

サービス員署名 サービス員署名

サービス員署名 サービス員署名

サービス員署名 サービス員署名

サービス員署名 サービス員署名

※提出された個人情報は大会運営目的以外では使用しません。

※必ず記入ください

                                                                                                 誓約書
誓　約　書

サービス員署名欄

競技参加者氏名

２０１６年 ＪＡＦ全日本ジムカーナ選手権 第２戦 
オールジャパンジムカーナ イン ヱビス 



ドライバーと異なる場合

申込住所と異なる場合に記入

〒受理書
送付先

積載車両　（無料） 有 　・　 無

合　計 円

領収書
宛名

発行が必要な場合の宛名先
領収証
金　額

円

サービスカー登録料 ３．０００円 １台 円

４／２２（金）　練習会参加料 ９，０００円 １名 円

サービス員登録料（２日間） ２．０００円 名 円

予備スペース ３，０００円 １台 円

参加料(サービス員１名含み） ４０，０００円 １名 ４０，０００円

４／２３（土）　公開練習参加料（２トライ） ６．０００円 １名 円

申込内容 料金 数量

ゼッケン

参加料明細書

参加クラス 参加者氏名 ドライバー氏名

２０１６年 ＪＡＦ全日本ジムカーナ選手権 第２戦 
オールジャパンジムカーナ イン ヱビス 



住 電

所 話

位 位

位 位

位 位

 ご協力ありがとうございました。ご健闘をお祈りします。

 全日本戦､地方戦を戦っての成績やエピソードや印象に残ったことや言いたいこと｡

 今大会の決意や抱負など｡また､今後の目標や予定など｡

 その他､放送して欲しいことなどなど

その他マシンに関する自慢できる改造等

あなたのライバル名 あなたの師匠

使用タイヤ種類 Fサイズ Ｒサイズ Fコンパウンド Ｒコンパウンド                      スポンサード各社名

メンテナンスショップ等

CC PS カラー

車両型式 エンジン型式 駆動方式 排気量 パワー カラーリング

車両名

参加

当年全日本 　　　クラス　　　　　　位 当年地方選手権 　　地区　　　　　　　　クラス　　　　　位

(読み方)

シリーズ クラス シリーズ クラス

シリーズ クラス シリーズ クラス

 201５年全日本選手権成績　　　　　　　クラス　　　　　位 201５年地方選手権成績　　　　　地区　　　　　　クラスシリーズ　　　　位

 その他､過去のおもな成績

シリーズ クラス シリーズ クラス

第　　　位

第1戦　岡山

過去のモータースポーツ戦績

年　　　　　ヶ月

 ジムカーナ歴

ジムカーナ以外の

家族構成 (独身･既婚) 競技車以外での所有車

氏名

仕事内容
役職など勤務先

フリがナ 通称･ニックネームなど

                    府県  郡  村

                    都道  市  町

 出場選手カード
 名前､フリガナは必ず書いて下さい｡成績柵は出場の選考やゼッケンの振り分けの参考にもなりますので出来るだけ詳しく書いて下さい｡

参加クラス ゼッケン

２０１６年 ＪＡＦ全日本ジムカーナ選手権 第２戦 
オールジャパンジムカーナ イン ヱビス 


