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ALC ツーリングラリー
ツーリングラリーは自動車による小旅行である。
自動車はどこへでも連れて行ってくれる自由の翼で
ある。その自動車を使って、見知らぬ土地へ行って
みたいという願望と、そこには何があるのだろうという
好奇心を満たしながら走るのがこのツーリングラリー
である。
今回のこのラリーは、プリンス＆スカイラインミュウジア
ム訪問会に付帯して行うので、気軽に参加いただけ
るように 1 名でも参加できる内容とした。
このことに基づく本イベント開催のための詳細な規定
は、本イベント特別規則書、および 2020 年 6 月 1 日
発行の ALC ツーリングラリー一般規則とする。
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イベントの名称
2020ALC ツーリングラリー
イベント開催日
2020 年 9 月 26 日（土）
（延期の場合は 10 月 3 日（土）に実施）
イベント内容
四輪自動車によるリライアビリティラン・ラリー。具体的に
は、スタートからゴールまで指定されたルートを走行し、
途中に設けられたチェックポイントを時間的に如何に正
確に通過するかの確実性を求めるもので、その誤差を
減点方式とし、併せて出題されるクイズは得点方式とし、
総合点を算出するものである。
コース
長野県茅野市（ちのし）のデニーズ茅野店を起点とし、
長野県岡谷市のプリンス&スカイラインミュウジアムを終
点とする約 100 ㎞のコース
主催者及び協力クラブ
主催 オートライフクラブ（ALC）
〒205-0022 東京都羽村市双葉町 2-20-40
Tel ＆ Fax 042-555-5598
協力 プリンスモータリストクラブスポーツ（ＰＭＣ・Ｓ）
チームクレバーレーシング（CLEVER）
参加資格
次の①～③のいずれかに該当し、④以降の条件を満た
すこと。
①チームキャプテンが、ＡＬＣ会員又は協力クラブ会員
のチーム。
②ＡＬＣ会員又は協力クラブ会員のゲストチームとして
参加。ゲスト参加は会員として参加チーム 1 台に付 2 チ
ームまでとする。
③主催者が特に認めたチーム。

④乗車する全員がプリンス&スカイラインミュウジアム訪
問会の参加者であること。
⑤メインドライバーは当該車両の免許取得 1 年以上であ
ること。（1 年に満たないときは、申請により承認されれば
可）
⑥チームキャプテンは成人であること。それ以外の方は
20 才未満でもよいが、その場合は、親権者の承諾書を
必要とする。
⑦参加車両は、対人、対物の任意保険に加入している
こと。
乗車人数
参加車両の乗車定員までとする。
参加車両
自動車登録番号を有する４輪自動車。（乗用車、ワンボ
ックスカー、軽四輪自動車等とする。中型や大型のトラッ
クは不可）
参加台数
15 台までを原則とする。
スケジュール＆会場
参加

受付開始日

申込

受付締切り日 2020 年 8 月 25 日

当日

2020 年 7 月 25 日

■集合日時及び場所
午前 7：30～7：45
デニーズ 茅野店（ちのてん）
〒391-0002 長野県茅野市塚原１－
１３－３１
電話：0266-72-9700 （カーナビへの
インプット用。店には電話をしないで
下さい）
■午前 8：01 分 1 号車スタート
■午前 11：30 分頃、プリンス&スカイラ
インミュウジアムにゴール
関連事項
①デニーズ茅野店は午前 7 時からオ
ープン。一人 1 品以上ご注文下さい。
②午前 7：00～7：30 分を目安に来て
頂き、ALC 役員からコース図等を受け
取り下さい。
③1 号車スタート時刻 午前 8：01 分
③当日の緊急の連絡先電話番号：
ＡＬＣ事務局 090-3225-9600 （茶
木）

【11】 参加料
1 台 6,000 円（乗車人数にかかわらず）
【12】 参加申込み期日
受付開始日
2020 年 7 月 25 日午前 9 時
受付締切り日 2020 年 8 月 25 日午後 5 時（必着）
【13】 参加申込み方法
①所定の申込書に必要事項を記入、署名、捺印し、参
加申込み先へ送付する。
②参加料は現金書留、または銀行振込で送付する。送
金料の負担は参加者とする。
【14】 参加申込み先、及び振込先
オートライフクラブ（ALC）事務局
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〒205-0022 東京都羽村市双葉町 2-20-40
Tel ＆ Fax 042-555-5598
振込口座 三菱東京ＵＦＪ銀行
成瀬支店 普通口座０７２６９６１
口座名義 オートライフクラブ
関連費用
ガソリン代、通行料等は全て参加者の負担とする。
表彰
成績発表は行うが、表彰は特に行わない。
タイムオーバー
チェックポイントの閉鎖その他参加チームの責任に帰す
理由でチェックを受けなかった（チェックカード紛失を含
む）場合はタイムオーバーとし、成績を成立させない。
燃料および給油
事前に燃料タンクを満杯に近い状態にしておくこと。主
催者は途中に給油所は設けない。ただし各自必要に応
じて、コース上にある給油所で給油してもよい。
参加の取止め
①万難を排して参加に努力されたいが、やむを得ず参
加を取り止める場合は、主催者に申し出ること。なお、前
日の午後 5 時以降の参加取止めは、(当日の受付時刻
に受付をしなかったチームを含む)未出走扱いとするの
で、特に連絡を要しない。
②参加料については、受付締切り日までは返金手数料
2,000 円を差し引いた金額を返金する。受付締切り日以
後は参加料の返金はしない。
中止または延期の場合
①リスク参加者負担承知型とし、このラリーが天災地変
や感染症等による中止、その他の理由により中止した場
合でも、受付締切り日までは返金手数料 2,000 円を差し
引いた金額を返金するが、受付締切り日以後は参加料
の返金はしない。
②延期した場合、その延期日に参加できない場合でも
同様に返金しない。
③但し、参加が 3 台に満たないことによる中止の場合は、
返金事務手数料（振込料含む）1,000 円を引いた額を返
金する。
参加申込み拒否
大会事務局は理由を開示することなく参加申込みを拒
否することができる。
参加者及び車両の変更
やむを得ない事情により、参加メンバー及び車両の変
更を希望するときは、変更願いを主催者に書面にて申
し出ること。変更後の内容は規則に合致していること。
変更手数料は開催日 10 日前までは無料、それ以後は
1,000 円とする。変更の受付は 3 日前の午後 1 時までを
原則とする。変更を受理するか否かは主催者が決定す
る。
イベントの延期及び中止関連事項
①参加が 3 台以下の時は本イベントを取りやめることが
ある。
②前日までの延期又は中止のとき。
開催日前日の午後 5 時までに延期、または中止を決定
した場合は、主催者のホームページ上にて、その決定

の案内を発表する。その確認は参加者の責任において
行うものとする。
③当日の延期又は中止決定のとき。
当日集合したものの、天候を含む安全上等の理由でや
むなく主催者が延期又は中止を決定することがある。
この場合でも、参加者の交通費や関連して発生した損
失などに対して一切の責任を持たない。
【24】 イベント過程の成立
イベント過程は主催者ならびにイベント役員の手違いで
あるとないとに関わらず、所定のところにおいて、全ての
参加者に不可能または著しい障害となった場合を除き
成立させる。
【25】 諸規則の適用
所定の諸規則は、たとえ主催者ならびにイベント役員の
手違いが指摘される場合にあっても適用する。
【26】 ラリーの成立
本ラリーは主催者ならびにイベント役員の手違いである
とないとに関わらず、ラリーとして成績判定が可能な限り
においては、ＡＬＣツーリングラリー一般規則に定める打
ち切りの場合でも成立する。
【27】 公式通知
本ラリー関係規則に定めていないことで、参加者へ告知
しなければならない事項は公式通知によって示す。
以上。
2020 年 6 月 1 日
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