
 ETCC Super Cars Battle Time Attack Class ( EC100 )

　□　ETCC Super Cars Battle　（□ class０　□ class1　□ class2　□ class3　□ class4） 　□　EC100
       ↑ （クラス分けは実績等により事務局にて行います。）

Time Attack Class ( RS100 )

　□　RS100 (ﾙﾉ-専用)   □　RS100S

 レーシングコース体験走行 

　□　ETCCレーシングコース体験走行 （ARCA通常枠）

フリガナ

氏 名

　〒

申告タイム 　　□　サーキット名　　　　　　　　　　　　　　ベストラップ 　　□　初サーキット走行　　　　　　

携帯 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

血液型 緊急時連絡先 　　お名前　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　続柄関係等

 (前)

 (後)

ﾘｽﾄ掲載車名

　ARCA 御中

㊞  

ARCA全国認定協力店リスト

　ETCC2019 Vol.2  Fuji　　    参加申込書

2019.3.3　　　Fuji Speedway  Racing Course

 CATEGORI　　　参加カテゴリーの□にチェックを入れてください。

 ETCC Sprint  VWA-Cup （ VW ･ AUDI ）

  ｽﾌﾟﾘﾝﾄ・ﾀｲﾑｱﾀｯｸ系用

　□　ETCCスプリント （7クラス） 　□　VWA-Cup　（□ class０　□ class1　□ class2　□ class3　□ class4　□ class5）
        （クラス分けは実績等により事務局にて行います。）

 VWA-Trial （ VW ･ AUDI ）

　□　VWA-Trial　（□ class０　□ class1　□ class2　□ class3　□ class4　□ class5）

上記共通オプション：　　□　プラクティス　　　　□　ピット使用　　　　□　弁当（ 　　 ）個

   　　　   過去入賞者・実績のある方はRS100S

TEL

　□　車体に固定番号貼付け済み。配布ゼッケン不要。　　□　配布ゼッケンが必要。

↓ARCA会員の方のみ希望可能です。

希望ゼッケン番号　→

　□2019年会員登録時承認済
　□今回入会・更新、または、新たに番号を希望の方　（第２希望番号　　　　　、第３希望番号　　　　　　　） 免許証No

住所

　RH  　　 　 ( + / - )

参加車輌

車種

主催者及び競技役員、係員、雇用者（コース主要者も含む）ならびに他の競技者など（参加者、運転者、等）に対して非難したり責任を追及したり、また損害の賠償を要求したりしないことを

排気量 タイヤ

改造範囲
足回り（ノーマル・改造）　/　ミッション（ノーマル・改造）

タイヤメーカー
・銘柄・サイズ

/　エンジン（ノーマル・改造）

チーム名

参加に関する誓約書

　私たちは本大会規則に同意いたします。また、イベント参加にあたり関連して起こった死亡、負傷、その他の事故で私たち参加者及び運転者、及び車輌等の受けた損害について、決して

　□ラジアル　□Sタイヤ　□ｽﾘｯｸ(SC-0のみ)

誓約いたします。　なお、このことは事故が主催者または大会関係役員の手違いなどに起因した場合であってもかわりません。
　また、運転者は参加イベントについてしかるべき適格者であり、参加車輌についてもコースまたはスピードに対して的確であり、かつ参加規則を満たしていることを誓います。
　本大会に参加するエントラント、ドライバー及び氏名、参加車輌の写真、イベント結果等の報道、放送、記載の権限を主催者がもつことを承諾します。
なお、私の過失で本サーキットの所有にかかる施設機材、車輌等に損害を与えたときは、その損害について弁償いたします。

　Ｄｒｉｖｅｒ　署名・押印

ARCA協力店車検印 ㊞  

店名 都道府県 TEL 店名 都道府県 TEL 店名 都道府県 TEL

関東 PAZZO AutoMobiles 埼玉県 048-770-0333 アルファロメオ北大阪 大阪府 06-6857-7788

アッソ　インターナショナル 東京都 03-3288-0221 ADVANCE AUTO LTD 神奈川県 045-546-3063 アルファロメオ心斎橋 大阪府 06-6531-0188

ロッソコルサ 東京都 0424-43-1066 エスケーマッシモ 埼玉県 048-954-7968 アルファロメオ堺 大阪府 072-265-8838

RAC（アールエーシー） 東京都 03-5653-0770 ジェノヴァ （GENOVA） 東京都 03-5678−4343 アルファロメオ芦屋 兵庫県 0798-71-0004

ラ・コルサ テクニカ 東京都 03-5735-0036 garage1/1  静岡県 054-626-8000 アルファロメオ神戸西 兵庫県 078-926-1011

グラート 神奈川県 045-938-4777 carol racing renault 埼玉県 048-574-8718 アルファロメオ奈良 奈良県 0742-36-8820

GARAGE MONZA 東京都 03-5659-0707 ガレージ　クレスト 埼玉県 048-921-8535 アルファロメオ姫路 兵庫県 0792-93-8870

TES-factory 神奈川県 045-593-9561 Ｓ・Ｐ・Ｒ 東京都 042-556-5903 ANDARE 兵庫県 0797-82-3977

フラミンゴクゥオーレ 埼玉県 0489-59-0800 畑野自動車 埼玉県 048-924-2581 ULTIMATE 徳島県 0883-52-5501

Garage.S.T.M 神奈川県 0466-31-2877 TEZZO BASE ｻｰﾋﾞｽﾌｧｸﾄﾘｰ 神奈川県 045-948-5535 Prosper 大阪府 0727-62-6720

シロガネメンテナンスガレージ 東京都 03-5926-3600 ダックトレーディング 栃木県 028-664-2363 オートモービルズ 天歩 奈良県 0742-64-7027

スポルティーバ（sportiva） 茨城県 029-875-9337 Hitotsuyama GmbH 静岡県 kubo-ya 京都府 0771-24-5333

アルファロメオ江戸川 東京都 03-3656-8989 アルナージュ 静岡県 054-257-4595 H-SPORT 京都府 075-934-9601

アルファロメオつくば 茨城県 029-860-5555 スピニングガレージ 神奈川県 042-780-8198 UNIT corsauto （ｺﾙｻｰﾄ）事業部 広島県 090-9504-7542

ロッソ・エ・ネロ 東京都 03-5671-0207 Ｗｉｎｇ 群馬県 027-255-2111 ａｕｔｏ ｓｐｏｒｔ 兵庫県 078-976-3802

Miracolare 神奈川県 045-849-3031 ｶﾞﾚｰｼﾞｼﾏﾔ OUTER PLUS 千葉県 043-286-2444 ＢＡＳＩＳ （ﾍﾞｲｼｽ） 兵庫県 0797-20-1190

アウトスペック 静岡県 0550-84-6677 中部 Ｒｏｓｓｏ ｆｉｏｒｅ 岡山県 086-282-9788

オート新町サービスセンター 神奈川県 0466-34-5563 アルファロメオ岐阜 岐阜県 058-259-3711 Ｓｆｉｄａ （ｽﾌｨｰﾀﾞ） 奈良県 0745-75-8611

オートプロ 東京都 03-3606-9966 ｂｉｎｇｏ ｓｐｏｒｔ　 愛知県 052-797-7557 ＥＵＲＯ　Ｓｔａｇｅ 岡山県 086-460-3123

イシカワエンジニアリング 神奈川県 045-442-8777 MOSTAIN MOTOR BAR 富山県 076-452-2660 フィフティーゴー 兵庫県 0798-68-5595

モトーレン足立 東京都 03-3850-4898 逢坂屋 三重県 059-228-8892 ドライブ 愛媛県 089-994-8370

Latina Square 静岡県 054-620-8882 k-one 瑞穂高辻店 愛知県 052-871-5588 Bon Racing（ﾎﾞﾝﾚｰｼﾝｸﾞ） 大阪府 072-336-3219

CARBOX 神奈川県 045-913-3566 J-WOLF 愛知県 0568-39-5996 アルツ・モトーレンバウ 大阪府 072-750-3646

ＤｅｅＭａｒｋ 東京都 03-5451-3666 ｸﾎﾞﾀｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（Provare） 三重県 0595-83-2844 芦村モータース 和歌山県 073-499-6734

Adenau （ｱﾃﾞﾅｩ） 東京都 042-519-5763 G-FOXモータークラブ 石川県 076-291-1340 トータルカーサービスナラ 奈良県 0744-32-0550

ＢＳＫ 東京都 03-3754-8611 アルファロメオ石川 石川県 076-274-4444 ｴﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 広島県 084-983-0036

Ｊ ＦＡＣＴＯＲＹ 群馬県 0277-77-0588 ルノー岡崎 愛知県 0564-65-5578 Kansaiサービス 奈良県 0743-84-0126

ケーアールエム 静岡県 0550-75-3580 T-WEST 愛知県 052-702-5111 ｱｳﾄﾙﾓ-ﾚ (AUTORUMORE) 広島県 082-942-6640

スティーレ 埼玉県 048-229-2280 関西 九州

サンライズ ブルバード 千駄木 東京都 03-3824-0038 ﾕﾆｺﾙｾ･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 大阪府 06-4865-4774 Ｋ２ ｓｐｏｒｔｓ 福岡県 092-922-4279

フィールド モータースポーツ 神奈川県 042-787-6267 アルファロメオ大阪東 大阪府 06-6784-1009 テクニカルオートヒグチ 福岡県 092-836-9000


