
▼※事務局記入欄
受付No. 受付月日 参加料 保険 その他

車両データ
参加車両名称の読み方

略称や省略文字の読み方をカタカナで明記
例:名スバルDL→ナゴヤスバル ダンロップ

参加車両名称
メーカー車両名を含む20文字以内で、で、
品位を損なうことのない名称のこと

車　　名
型式 駆動方式 初度登録年月 車両分類（RJ,RPN等）

総排気量
有

登録番号

コ・ドライバー（ナビゲーター）データ
ふりがな

氏名

生年月日・年齢 西暦 年　　　月　　　日（　　　才）

血液型・性別

住所

〒

TEL.

携帯電話

E-mailアドレス
運転免許証

年　　月取得
有効　　年　  月　  日

競技ライセンス

所属クラブ名

前年シリーズ順位
または戦績

▲戦績については自由な別紙での添付も可

ドライバーデータ
ふりがな

氏名

生年月日・年齢 西暦 年　　　月　　　日（　　　才）

血液型・性別

住所

〒

TEL.

携帯電話

E-mailアドレス
運転免許証

年　　月取得
有効　　年　  月　  日

競技ライセンス

所属クラブ名

前年シリーズ順位
または戦績

▲戦績については自由な別紙での添付も可

参加者データ ▼JAFエントラントライセンスの登録内容を記入

参加者

参加者がドライバー
の場合は、参加者名
のワク内のみ記入

参加者名

住所　〒

チームデータ ▼プログラム等への記載を希望するスポンサー社名等の入った自由な名称で可　ただし、品位を損なうことのない名称のこと

参加チーム名称
チーム監督（代表者）

競技会データ
競技会名 クラス 申込日

月　　　日

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

参加申込書
太枠内がプログラム等に記載されます　※印の項目以外は全て記入し、選択項目は〇で囲んでください

MONTRE 2021

ABO式 Rh式 性別 ABO式 Rh式 性別

無

本ラリーに有効な保険 参加者で加入 JMRC共済で対応 主催者に依頼

月 年

番
号

番
号

番
号

番
号

種
別

種
別
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入力方法
このＰＤＦ文書はパソコンで入力出来ますので、フィールドをハイライト表示させて、入力箇所に直接パソコンから入力して下さい。また、保存も可能なので、ターマック、グラベル用で作成しておくと便利です。なお、読み終えた後はコメントを閉じてお使い下さい。
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入力方法
このＰＤＦ文書はパソコンで入力出来ますので、フィールドをハイライト表示させて、入力箇所に直接パソコンから入力して下さい。また、保存も可能なので、修正すれば別イベントにも使用できます。なお、読み終えた後はコメントを閉じてお使い下さい。



▲

ENTRY BOOKLET / OREER FORM
エントリーブックレット / 支払い明細書（全日本、その他のクラス専用）

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下さい
T E A M

Team Name
チーム名称

Adress

E-mail

住　所

Competitor / 参加者

Tel

Fax

Mobile

申込内容詳細 Start Date Finish Date QTY Price(JPY) Subtotal Note
開始日 終了日 数量 価格(円) 小計 備考

日本スーパーラリーシリーズ参加費用

早期参加申込特別料金参加費用

JPY 150,000

JPY 140,000

Documents / 書類
ロードブック（追加が必要な場合）
公式プログラム（追加が必要な場合）
ルートマップ（追加が必要な場合）

JPY 7,000
JPY 1,000
JPY 1,000

Insurance / 保険
ラリー保険　２６歳以上

ラリー保険　２１歳以上

ラリー保険　全年齢対象

JPY 25,000

JPY 30,000

JPY 38,000
Above Total
上記合計オーガナイザーが用意するラリー保険申込欄

イベント名称
フリガナ

ドライバー氏名
生年月日

免許証の帯色

連絡先
自宅

携帯

住所
〒

MONTRE 2021

年         月         日            才

2021  年             月             日申込日
車両名称
車両型式
登録番号

免許証の有効期限   年             月             日

返金時の振込口座
銀行名
預金種目
口座名義

支店名
口座番号

エントリーフィーは銀行振り込みでお支払いください。
振込先
【銀 行 名】 群馬銀行
【店   　名】 沼田支店（２１０）
【預金種目】 普通預金
【口座番号】 1482223
【口座名義】 特定非営利活動法人 M.O.S.C.O.

レッキ参加の有無

全日本/OPEN/ACCR 参加費用

早期参加申込特別料金参加費用

JPY 130,000

JPY 120,000

日本スーパーラリーシリーズ

全日本/OPEN/ACCR

追加登録するサービスカー

追加登録するサービス員 JPY 1,000

JPY 10,000

緑 青 金
連絡可能時刻

連絡可能時刻

電話番号

電話番号

～
～

有 無



プロモーション情報 
プロモーションの資料とするため、以下にご記入下さい。 

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 

お子さんの數 

趣味 

好きなこと / 物 

嫌いなこと / 物 

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)



▲

競技会データー

月 日

月 日

▼主催者記入欄

使用タイヤ登録申請書　(全日本ラリー選手権専用）
ＥＶＥＮＴ

競技会名 年度 カテゴリー クラス

MONTRE 2021 2021

参加者名 ドライバー名

商品コード
(例）　205/65R/15 94Q （例）　K1111

●本ラリーで使用するタイヤを下記の通り登録申請します。

１回目登 録 タ イ ヤ 初回登録日

メ ー　 カ　 ー

●本ラリーで使用するホイールを下記の通り登録申請します。（参考）

２回目登 録 タ イ ヤ 初回登録日

メーカー 商品名 使用サイズ 商品コード
(例）　205/65R/15 94Q （例）　K1111

※ＲＮ車両の使用可能な最大ホイールサイズは公認サイズまでです。
※RR車両、RJ車両、RPN車両、AE車両の使用可能な最大ホイールサイズは、総排気量により異なりますのでJAFラリー車両規則に従ってください。
ただしカタログにそれ以上のサイズが記載されている場合は最大ホイールサイズがカタログ記載のサイズまでとなります。

　事務局受付日 トンメコ長員委術技トンメコ員術技

商 　 品　  名
サ イ ズ １
サ イ ズ ２

商品名 使用サイズ

※登録可能タイヤは MONTRE 2021 の特別規則書に適合したタイヤである事。
※「Ｍ＋Ｓ」、「Ｍ・Ｓ」、「Ｍ＆Ｓ」の表示があるタイヤで、２０２１年１月５日以前に発売されたタイヤである事。
※2021年用の日本国内販売用カタログやパンフレットおよびタイヤメーカー発行の発売を示すリリースに掲載されているタイヤで、
日本国内の販売店で購入可能なタイヤであること。
※タイヤ登録申請は2021年6月4日までに大会事務局まで必ず送付の事。
※タイヤ登録申請は1回のみ変更可能だが、2021年6月4日以降の登録変更は認めない。
※登録されたタイヤは、公式車両検査、再車検、サービスIn,Outのタイヤマーキング時にタイヤの硬度測定を行う場合がある。

メーカー

全日本



月
MM

日
DD

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

登録する車載カメラ / On board camera

●

●

●

●

type of media
SD, Flash memory,DVDmanufacturer camera name

●
●

number of camera(s)

参加者署名
Driver or Co-driver

ＥＶＥＮＴ
競技会名 / Event name クラス / Class

MONTRE 2021

チーム名
Entrant

日　付 / Date

車載カメラ使用申請書　/　On board camera declaration form

Yes No

Yes No

Yes No

Yes No

年度 / Year カテゴリー / Group

2021

I here by confirm that I read and understood the following terms and conditions.
※大会期間中の映像はオーガナイザーに帰属することを承知し申請いたします。
I recognised that the footage rights belong to the organiser.

※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いたします。
I present the footage upon request from the organiser.

※個人やチームのWEBサイト、SNSサイトに掲載の場合事前にオーガナイザーに映像を確認していただきます。
I agree that the footage must be ckecked by the organisers before it goes public such as website or SNS media.

本ラリーで使用する車載カメラを下記の通り登録申請します。

車載カメラ映像提供先届出書 / Use of the on board footage

本映像を個人的に視聴や記録を残すだけで、WEBサイト、SNSサイトへの公開は行いません。
The footage is for personal record only and will not be used on any website or SNS

(Yesの場合は下記の記載は不要 / If yes, please keep the following blank)

本映像を個人のWEBサイト、SNSサイトに公開する予定です。
The footage is to be used on personal website or SNS.

(Yesの場合は公開予定のURLを下記に記載 / If yes, please indicate the URL )

本映像をチームのプロモーション用としてWEBサイト、SNSサイトに公開する予定です。
The footage to be used on team website or SNS

(Yesの場合は公開予定のURLを下記に記載 / If yes, please indicate the URL )
本映像を第三者に提供、譲渡する予定です。/ This footage to be used by the third party.
(Yesの場合は提供先、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載 / If yes, please indicate the destination and the purpose) 

※ 映像の第三者への提供、譲渡については、その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。
Note: A separate application n is necessary from the third party for the use of the footage.

▼主催者記入欄 / Official use only
事務局受付日 / Date of Acceptance by the Secretariat メディアオフィサー確認欄 / Approval by the Media Officer 技術委員長確認欄 / Approval by the Chief Scrutineer



誓 約 書
大会組織委員会　殿

　私は、本大会特別規則をはじめＦＩＡ国際モータースポーツ競技規則およびその付則、

国内競技規則およびその付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、競技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一切行なわ

ない事を誓約します。

　また、参加者、クルー及び参加車両の氏名や名称の公表、並びに大会開催中の写真、映像、

競技結果等の報道、放送、インターネット等への掲載権と肖像権はオーガナイザーに帰属

する事を承知しております。

令和　　　年　　　月　　　日 参加者署名

名氏ーバイラド・コ名氏　　ーバイラド

名氏ールクスビーサ名氏ールクスビーサ

名氏ールクスビーサ名氏ールクスビーサ

名氏ールクスビーサ名氏ールクスビーサ

名氏ールクスビーサ名氏ールクスビーサ

名氏ールクスビーサ名氏ールクスビーサ

※ドライバー、コ・ドライバー及びサービスクルーの直筆署名が望ましいが、参加者の代表署名
でも可とする。その場合ドライバー、コ・ドライバー及びサービスクルーの氏名を記載のこと。

※本誓約書はレッキ受付・参加確認時（ロードBOOK等受け渡し時）に署名された原本を提出のこと。



新型コロナウィルス感染防止のための問診票
※お願い 事前にご記入のうえイベント当日お持ちください。

MONTRE 2021

お名前
連絡先 (電話番号 )

Driver
CoDriver

Service
Staff

体温
℃

当日検温時記入該当するチェック欄にチェック

該当する項目にチェック 　し、必要事項を記載してください。

※ご協力ありがとうございました。

1. 過去 14日以内に、3密 ( 密閉・密集・密接 )または疑わしい場所を訪れた。
 ・訪問日 2021 年        月          日    場所 ( )
2. 過去 14日以内にコロナウィルス陽性者になった人と接触した。
 ・接触日 2021 年        月          日    場所 ( )
 ・接触者との関係 :      家族        職場        知人        その他 ( )
3. 過去 14日以内に、保健所からコロナウィルス濃厚接触者と指定された。
4. 同居人または職場に自宅隔離を要請されている人がいる。
5. 過去 14日以内に、海外渡航歴がある。
 ・国名 ( )    帰国日 :2021 年        月          日
6. 同居人または職場に過去 14日以内に、海外渡航歴がある人がいる。
 ・国名 ( )    帰国日 :2021 年        月          日
7. 同居人または職場などに過去 14日以内に海外渡航歴がある人と接触した。
 ・接触した場所 ( )    状況 ( )
8. 過去 14日以内に夜の接待を伴う店に行きましたか。
また、感染者が報告された場所に行きましたか。
9. 過去 14日から本日までの、ご自身の症状が該当する項目に　 してください。

発熱 (37.5°C 以上 ) 味がわからない 息苦しい
咳 においが分かりにくい 下痢症状

 鼻水    だるい    頭痛
のどの痛み

上記の症状が発生した日 :2021 年        月          日
10.過去 14 日から本日までの、同居または職場の人が該当する場合は項目に　 してください。

発熱 (37.5°C 以上 ) 味がわからない 息苦しい
咳 においが分かりにくい 下痢症状

 鼻水    だるい    頭痛
のどの痛み

上記の症状が発生した日 :2021 年        月          日
11. 過去 14日の体温を記入してください。

イベント前日
イベント 2日前
イベント 3日前
イベント 4日前
イベント 5日前
イベント 6日前
イベント 7日前

イベント 8日前
イベント 9日前
イベント 10日前
イベント 11日前
イベント 12日前
イベント 13日前
イベント 14日前 ℃

℃
℃
℃
℃
℃
℃月　　　日

月　　　日
検温日 体温 備考 検温日 体温 備考

月　　　日
月　　　日
月　　　日
月　　　日
月　　　日

月　　　日

月　　　日
月　　　日
月　　　日
月　　　日
月　　　日
月　　　日

℃
℃
℃
℃
℃
℃
℃

←左記項目に
　該当なし

←左記項目に
　該当なし

←左記項目に
　該当なし

horiguchimotokuni
下線
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