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主催：オートライフクラブ（ALC） 

 

 

1.  名称  

2021年 ＡＬＣアカデミーサーキット走行会 

 

2.  趣旨  

このアカデミー走行会は、各サーキットでの本コース主催イベントをベースにし、その上にＡＬＣ独自のレクチャ

ー等が乗る形で行うものです。したがって通常のサーキット走行の楽しみに加え、経験者からのレクチャーによ

り、走行ノウハウ等が得られるでしょう。 

各サーキットでの本コース主催イベント ・富士スピードウェイ開催分＝ビーチサイドブランプリ富士スピードウェイ走行会 

                         ・本庄サーキット開催分＝ＰＭＣ・Ｓスーパートライアル（本庄サーキット） 

                         ・筑波サーキット＝クレバーレーシング走行会  

3.  特徴 

ＡＬＣから経験者が行って、みなさんをサポートします。 

必要に応じレクチャーもしております。 

 

クラブ員同志の交流の場ともなります。 

良い機会ですので、どうぞご参加ください。 

 

 

 

4.  開催一覧表 
 

 富士スピードウェイ 筑波サーキット 本庄サーキット 

 
静岡県駿東郡小山町中日

向 694               
茨城県下妻市村岡乙 159 

埼玉県本庄市児玉町高柳

883                   

3月  

3/21（日） 

別途、体験走行会も開催  

料金は 5,000 円。詳細は 6Ｐ参照 

 

5月   5/16（日） 

9月  

9／5（日） 

別途、体験走行会も開催  

料金は 5,000 円。詳細は 6Ｐ参照 

 

10月 10／日程は未定  10/30（土） 

12月  12/19（日）  
 

開催要項 

2021年 1月 5日発表版 

2021年 ＡＬＣアカデミーサーキット走行会 
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5.  実施概要 

 

富士スピードウェイ 開催分 

回数 1 

会場 富士スピードウェイ（国際公認コース） 

日程 10／  （日は未定） 

集合予定 午前 10：00 

解散予定 未定 

                 ※タイムスケジュールは変更となることもあります 

所在地 静岡県駿東郡小山町中日向 694 

走行時間、形式 30分×2回 

ＪＡＦライセンス 不要 

タイム計測 無し 

参加資格 
ＡＬＣの会員。及びその会員同行の参加は別途 2台迄。 

当該車両の運転免許証所持者であること。（各回共通） 

同行来場 可 

参加料 21,000円 

入場料(各自支払) 
1,100円（ゴールド免許、ＪＡＦ会員は 1,000円） 

同行者の入場料は上記に同じです 

申込開始 実施日の 3 ヵ月前の同日 

申込締切 実施日の 35日前 

定数になり次第締め切ります 

 

筑波サーキット 開催分 

回数 1 2 3 

会場 筑波サーキット 

日程 3／21（日） 9／5（日） 12／19 （日） 

集合予定 午前 11：00 午前 11：00 午前 11：00 

解散予定 午後 4：30 午後 4：30 午後 4：30 

※タイムスケジュールは変更となることもあります 

所在地 茨城県下妻市村岡乙 159 

走行時間、形式 約 22分×2回 約 22分×2回 約 22分×2回 

ＪＡＦライセンス 不要 不要 不要 

タイム計測 実施 実施 実施 

参加資格 
ＡＬＣの会員。及びその会員同行の参加は別途 2台迄。 

当該車両の運転免許証所持者であること。（各回共通） 

同行来場 可 可 可 

参加料 22,000円 22,000円 22,000円 

入場料 
無料 無料 無料 

同行者の入場料は上記に同じです 

申込開始 3か月前 3か月前 3か月前 

申込締切 1か月前 1か月前 1か月前 

定数になり次第締め切ります 

※筑波サーキット開催分は、正規の走行会に先立ち、走行会参加者への体験走行もオプションで行います。セーフティカ

ーを先導に入れ、約 15分走行します。参加料は走行会参加の方は 2,000円です。体験走行参加希望の方は、当日のドラ

イバーズブリーフィングの時、お申し出ください。体験走行分の 2,000 円は、その時お支払下さい。 
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本庄サーキット 開催分 

回数 1 2 

会場 本庄サーキット               

日程 5／16 （日） 10／30 （土） 

集合予定 午前 9：30 

解散予定 午後 4：50 

所在地 埼玉県本庄市児玉町高柳 883 

走行時間、形式 練習走行約 2時間     計測走行 3周×2回 

ＪＡＦライセンス 
公認クラスは必要 

クローズドクラスは不要 

タイム計測 実施 

参加資格 
ＡＬＣの会員。及びその会員同行の参加は別途 2台迄。 

当該車両の運転免許証所持者であること。（各回共通） 

同行来場 可 

参加料 20,500円 

入場料 
無料 

同行者の入場料は上記に同じです 

申込開始 3か月前 

申込締切 1か月前 

定数になり次第締め切ります 
 

6.  主催関連事項 

アカデミー走行会は、各サーキットでの主催イベントをベースにしている。よってレクチャー関係の部分について

はＡＬＣの指示と運営に従うものとし、走行自体に関してはその主催者の規定と指示にしたがうものとする。 

 

7.  参加申込 ＆ オートライフクラブ（ALC）所在地 

①申込方法：   ＡＬＣ所定の申込書に記入し申し込む。ＡＬＣ所定の申込書は郵送、メール添付、ＦＡＸのい

ずれでも可とする。 

そして当日現地にて、本コース主催イベントの主催者申込書に記入し署名するものとする。 

尚、本庄サーキットでの JAF公認競技部門に参加の方はライセンスのコピーを要添付。 

②申し込み先：  オートライフクラブ（ＡＬＣ）事務局  

〒205-0022 東京都羽村市双葉町 2-20-40  

Tel & Fax 042-555-5598 

メール alc@jp.bigplanet.com 

③参加料支払い：申込書と一緒に現金書留で ALCに送付するか、又は下記へ振り込む。  

参加料と申込書の両方が ALCに揃った時点で、申し込みがあったものとして扱う。 

③振込先：     三菱ＵＦＪ銀行 成瀬支店 普通口座０７２６９６１ 口座名 オートライフクラブ 

   

8.  申込関連事項      

①いずれも、本コースイベント主催者の規約に従い、それに同意し、申し込むものとする。 

富士スピードウェイ本コースイベントのＨＰ＝ ビーチサイドグランプリ  http://www.garage-chabatake.com/beach/ 

筑波サーキット本コース（コース 2000）イベントのＨＰ＝  http://www.clever-racing.com/ 

本庄サーキット分本コースイベントのＨＰ＝ ＰＭＣ・Ｓスーパートライアル  http://pmc-s.info/info.html 

②いずれも定数に達し次第締め切る。 

③各回とも、最少催行人数は 2名とする。 

④締切日以後は、空きがあれば追加で受け付けることもあるが、その場合別途追加料金 2,000円必要。 
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9.  必要装備品および持参品 

①運転免許証  

 本庄サーキットでの公認競技会に参加の方は、当該年度有効な JAF競技ライセンスも要持参 

②ガムテープ （ゼッケ貼付用）  

③絶縁用のビニールテープ（ヘッドライトの飛散防止用）  

ガムテープ、ビニールテープはホームセンター等で販売している。 

④ヘルメット （オープンカーはフルフェィス型を着用のこと）  

⑤グローブ （サーキット走行に適したもの。軍手は不可） 

ヘルメット、グローブともにレンタル有り。事前に ALCに要申し込み 

⑥服装は、レーシングスーツが望ましいが、少なくとも長袖及び長ズボンとする（Gパン、トレーナー等可） 

素材は綿のものとし、ナイロン製のものは避ける（火災の時に危険度が増すので） 

 

10.  車両 

①基本的には、市販されたままのノーマルカ―で、参加可能。（富士は、制限あり。次表参照） 

②牽引フックは前後に必要。 

牽引フックは、通常 1 個が工具等と一緒になって用意されている。サーキット走行においては前後に取り付ける

必要があるので、もう 1本購入等して、準備すること。 

牽引フックは、スピン等して自走できなくなった車を、素早く移動させるために前後に必要。 

尚、牽引フックの有無にかかわらず、移動させる時の車両へのダメージ等の不利益は参加者に帰するものとす

る。 
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11.  クラス分け  

（1）  富士スピードウェイ開催分 (参加車両案内含む) 

 

 10月 

ビギナー クラス ○ 

エキスパート クラス ○ 

① クラスは統合されることもあります。 

② 参加台数枠や参加者の技量、経験、車両などを勘案し、ＡＬＣ事務局でクラスを変更する場合がありますの

で、ご承知おきください。 

③ クラス分けは、あまり深く考える必要はなく、一つの目安としてお考えください。 

 

富士の参加車両 

クラス名称 1000ｃｃを越える車両 （軽以外の車） 

 乗用タイプの車（レガシ

ーワゴンの様な車を含

む） 

車高の高い SUV,RV 

ランクル、RV4等 

ビギナー ○ × 

エキスパート ○ × 

  ○印が参加可。 ×印が参加不可 

レンタカーは不可。 

 オープンカーはロールバーが必要 

 いずれの区分に入るか微妙な車種は、事前に要

問合せ 
 

 

 

（2） 筑波サーキット開催分  

初級、上級の２クラス 

クラスは統合されることもあります。 

走行経験のある方は、直近の走行サーキット名、車名、タイムを申込書余白に記入してください。 

 

 （3） 本庄サーキット開催分 
    

 ＪＡＦライセン

ス 

クラス 車両 排気量 

クローズド

競技部門 
不要 

1 ＣＢ―１ Ｎ・B 気筒容積 2000ccを含み 2000ccまでの車両 

2 ＣＢ―２ Ｎ・B 気筒容積 2000ccを超える車両 

ＪＡＦ公認

競技部門 

Ｂ級以上必

要 
3 ＢN Ｎ・B 気筒容積無制限 

※ＣＢはクローズドビギナーの略。 ※参加台数により別のクラスに変更する場合がある。 

※2名が、1台の車を共用して参加するダブルエントリーも可。その場合、申込書は 2名分必要。 

12.  キャンセル  

締切日までは、返還事務手数料 2,000円を差し引いた額を返金する。それ以後は返金しない。 

参加を受け付けられなかった場合は、事務手数料 1,000円を差し引いた額を返金する。 

 

13.  中止の場合等の扱い 

中止決定の時は、返還事務手数料 2,000円を差し引いた額を返金する。（事前キャンセルした方は対象外） 

当日中止決定の時は、会場に来ている人のみを返還の対象とする。 

 以上 
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A2021年 ＡLC筑波サーキット 体験走行会  

一度はサーキットを走ってみたいと思っている方、ぜひこの機会を活用して下さい。 

ヘルメットも、グローブも不要です。お友達の同乗走行も可能です。 

 

■日程： 3 月 21日（日）  9 月 5 日（日）   

集合予定時刻 12：30    終了予定時刻 15：00 

■会場: 筑波サーキット 茨城県下妻市村岡乙 159  

■集合場所： 筑波サーキット Ｄゲートインフォメーション 

その場所の図は、ダウンロードセンターの筑波サーキット体   

験走行会欄に掲載  

■参加料： 5,000円/1台 （当該車両の定員まで同乗者分含む）  

■走行： セーフティカーの先導で筑波サーキットを 4～5週。追い 

越し禁止。ヘルメット、グローブ不要  当該車両の定員まで同乗可 

■参加資格： ＡＬＣの会員。及びその会員同行のゲスト参加は別途 2台迄 

運転者は、当該車両の運転免許証所持者であること  

■車両と服装： 服装は長袖、長ズボン 

車両は軽、普通乗用タイプ、ワゴン等いずれも OK。特別大きい車両等は要問合せ  

■申込期間： 各開催日の 2 ヶ月前～10日前まで  

■関連事項： 

  1 主催＆申込先 オートライフクラブ（ALC） 

    〒205-0022 東京都羽村市双葉町 2-20-40  

電話＆ＦＡＸ 042-555-5598  メール alc@jp.bigplanet.com 

  2 申込方法 ＡＬＣ所定の“ＡＬＣ体験走行申込書”に記入し申し込む。その申込書はオートライフ

クラブ（ＡＬＣ）のホームページのダウンロードセンターからプリントアウトできる 

申込書送付は郵送、メール添付、ＦＡＸのいずれでも可とする 

同乗者の署名は当日でも可とする。（同乗者の署名は当日でもよいが、必ず事前に申し込み欄

に記入しておくこと。当日の追加同乗は認めない） 

 3 最低催行台数 3台 

 4 参加料支払い イベント開催 10日前～5日前迄 

 5 振込先 三菱ＵＦＪ銀行 成瀬支店  

    普通口座０７２６９６１ 口座名 オートライフクラブ 振込料は各自負担 

 6 キャンセル： 払込後の返金はしない 

  ７ 中止決定のときは、返還事務手数料 2,000 円を差し引いた額を返金する。（事前キャンセルし

た方は対象外） 当日中止決定の時は、会場に来ている人のみを返還の対象とする。 

以上 


