
フォーラムエイトセントラルラリー2021 岡崎河川敷

このたびは「フォーラムエイトセントラルラリー岡崎SS」にご参加いただき、ありがとうございます。

皆様が本大会を楽しんで頂けるよう、活動概要についてご理解いただきご活用ください。

「岡崎城下をラリーカーが疾走する」ことで、みんなの笑顔溢れる素晴らしいイベントにしていきましょう！

そして、来年の世界大会にむけ、岡崎の魅力を最大限世界に発信する準備を始めましょう‼

概略説明シート

FORUM 8 Central Rally 2021 大会概要
• 競技会名称：FORUM 8 Central Rally 2021 フォーラムエイト セントラルラリー2021
• 競技会の格式：FIA公認 国際格式、JAF公認 国内格式
• 開催日時：2021年11月12日（金）～14日（日）
• 競技種目：スペシャルステージラリー SSコース概要：舗装路（ターマック）

SS距離および総走行距離：SS総距離： 92.44km 総走行距離： 569.48km
レグの数： 2、セクションの数： 4、スペシャルステージの数： 11

• 61台がエントリー（全日本クラス+クラシックカー） 各車1分間隔でスタート
• 全日本ラリーで活躍するトップチームも多数出場、哀川翔さん、また中間走に篠塚健次郎さん

左岸 有料チケットエリア
（公式プログラム・オリジナルグッズ付）

S席（一般）2,500円
A席（一般）2,000円（小中学生）1,500円

右岸 無料市民招待エリア

乙川河川敷での開催概要
・乙川右岸で競技、市民観戦 ・乙川左岸に観客エリアを用意
・ピエール北川氏による生実況、ヤリスWRCのデモ走行
・ラリージャパン公式グッズの販売やPRブースが出展
・市内事業者による飲食・物販を始めとしたPRブースの出展
・特設駐車場 明神橋北側 新乙川緑地公園

13日（土）
豊スタ→額田→三河湖→岡崎→
豊スタ→額田→三河湖→新城→
豊スタ

14日（日）
豊スタ→恵那→旭高原→稲武→
豊スタ→恵那→旭高原
豊スタ

12日（金） レッキ
各SSの下見走行
ドライバーが法定速度でコース
を走り、競技資料を作成
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当日のスケジュール

項目 時間

競技エリア規制開始 10：32

セットアップ完了 11：02

000CAR 11：17

00CAR 11：42

0CAR 11：52

＃3 First Comp 12：02

＃3 Last Comp 13：09

＃4 First Comp 13：10

Sweeper 14：20

デモラン 14：30

競技エリア規制解除 15：00

項目 時間

駐車場オープン
周辺道路 規制開始

08：00

コアスタッフ集合 08：00

ボラスタッフ集合 09：00

エリア 一般排除
設営開始

09：00

観客エリアオープン 10：00

イベント 11：30

競技開始 12：00

競技終了 14：30

デモラン 14：40

競技終了 15：00

周辺道路 規制解除 16：00

完全終了 19：00

競技車両は、
三河湖から県道35号で形埜、秦梨経由で伝馬通へ、
伝馬交差点⇒明代橋⇒城見通り⇒太陽の城跡地で時間調整。
桜城橋から明代橋をループして太陽の城跡地で時間調整。
桜城橋から、籠田公園左折で康生を通過して、豊スタへ。

45分前 000：佐藤慧
コースの機能セットアップ
の確認

20分前 00：菅原英剛
コースの状態最終の確認

10分前 0：石田雅之
競技スピード走行
最終の確認

中間走 全日本とクラシックの間
レジェンド 篠塚健次郎
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（参考）取り巻く環境について

大会事務局

本部

・警備
・交通指導

・観客
・チケット
・案内

現場リーダー
岡崎SS管掌

各メンバー

コロナ対策

支える人たち およそ230名体制

見る人たち 最大有料約4,000名+無料約800名

【本部】はJT前のテント 【本部分所】は西三河事務所下テント
【スタッフセンター】は東邦ガス様4階と巽閣を予定

３っの入場ゲートについて
右岸、城南亭付近 公園ゲート： 800名 （招待 市民/住民、来賓、スポンサー）

左岸、西三河事務所下東ゲート：2,500名 （有料 ラリーに興味があるファン 電車やバス）

左岸、三嶋神社近く 西ゲート：1,500名 （有料 ラリーコアファン 県外 駐車場利用 ）
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リーダーの役割
1.担当するエリアのスタッフ統括(集合・MT～メンバー表提出・解散)、スタッフ間の調整
2.各活動の関係スタッフ(担当責任者・競技役員・運営スタッフ)と連絡・調整・協力
3.担当エリアでのトラブルや問題(相談)等の対応→本部スタッフへの相談・報告
4.活動終了後の各スタッフへのねぎらい、各活動グループおよびエリア全体の簡単な報告

リーダーの一日の流れ
●集合／顔合わせ
・各グループメンバー集合の30分前に、各リーダーおよび本部スタッフと最終打ち合わせ
（エリアによって異なる：本部スタッフが対応できない場所もあり）

・通常時、緊急時の連絡体制・方法の確認

↓
●各活動のメンバー集合
・メンバー集合時の持ち物や準備物の確認サポート
・欠席者多発による人員不足時の対応（必要に応じて、他グループとの調整など）
※担当活動不明者がいた場合は、適当に配置せず、本部スタッフに報告のうえ対応を待つ

☆各活動スタッフが、スムーズに活動へ入れるようにサポート☆

↓
●活動準備
・各活動場所を巡回し、問題がないか確認

↓
●活動中
・各活動場所の巡回

（定期的な目くばせが安心につながり、緊急時に迅速な対応が取りやすい）
・本部スタッフ⇔各スタッフの連絡役
・トラブル時や緊急時の対応
・適宜の休憩管理

↓
●片付け・清掃
・担当エリア全体の安全の確認

↓
●各活動スタッフの解散
・解散のタイミング確認・連絡
・各活動グループの終礼および最終点呼の状況確認

↓
●スタッフリーダー解散
・（本部スタッフ）・他リーダーと再集合
・メンバー表の受け取り・提出
・各場所での問題点等の報告を受ける
・各リーダーへのねぎらい

【共通】お願いしたいことについて
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●注意事項

ゴミは必ず持ち帰りましょう！

トイレや休憩できる場所は活動前に確認し、周辺の人の迷
惑にならないよう休憩・食事をとってください。休憩できる
場所が近くにない場合もあります。ご了承願います。
また、活動中にトイレへ行く場合、リーダーや周囲のス

タッフに声をかけてから行きましょう。
※休憩中はスタッフビブスを脱いでください。

休憩・トイレについて

水分補給
は

こまめに

朝食は必ずとるようにしましょ
う。活動中に気分が悪くなった場
合は、決して無理をせず、コアス
タッフに申し出て休憩をとってく
ださい。

体調管理

遅刻早退は厳禁！！

大勢の方がスタッフとして参加しま
す。集合時間は厳守してください。集
合場所は事前に確認し、間違えないよ
う注意してください。

活動時間、時間厳守

記念撮影は
休憩時に

安全な場所で！！

公道上での活動は、
交通事故などにあわない
ように細心の注意を払って
行ってください。

安全第一

スタッフ全ての方を対象
に、傷害保険に加入してい
ます。怪我・事故などが
あった場合にはその適用範
囲内で対応させていただき
ます。
なお、怪我などをした際

には、できるだけ速やかに
ご連絡をお願いします。

保険

コアスタッフの指示に従い、
終礼・点呼をした後、現地にて解散
します。
※必ず貸与ビブスを返却ください。

活動の終了

休憩中に

お願いします!!

活動中に私用での携帯
電話の使用・喫煙・撮影
はご遠慮ください。

禁止事項

（お願い）ツイッター・フェイスブック等ＳＮＳ配信についての注意事項。
大会の裏側（一般来場者が目にすることができない場所等）が分かる内容（写真やできご
と）は絶対に発信しないでください。

（お願い）休憩時間中での楽しみ方について。
観戦エリアには岡崎ラリーユナイテッドの事業者が飲食や物販、PRを展開しています、当日
の状況にもよりますが、積極的に売り上げ貢献へのご協力を切にお願いいたします。
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check 項目 備考

服装
華美でない服装でお願いします。長時間の屋外イベントですので、貴重品や携帯電話を持ち歩
くので、ポケットがある服装だと便利です。

マニュアル 事前に読み、当日必ず持参しましょう。 当日までに必ず内容を把握しましょう。

防寒着・グッズ
貸与するビブスの上にジャンパー等を着ることはできません。薄手で保温効果が高いものを着
用するなどしてください。屋外での活動となりますので、温度調節のしやすい万全の対策をと
りましょう。

タオル 汗・雨で体が濡れた時や、マフラー代わりとしても便利です。

シューズ 長時間の活動になるので、できるだけ足に負担のかからない靴で活動しましょう。

着替え
活動後、汗などで濡れた衣服のままだと体調を崩してしまうかもしれません。最低限の下着や
靴下の替えがあるとよいでしょう。

雨具
傘をさしての活動はできません。貸与するビブスの下にレインコートを着ることはできます。
その場合、フード付きをお勧めします。

時計
当日の時間把握を各自行うためにも、できれば時計を携行しましょう。

雨天時も考慮して 防水性のものがよいでしょう。

飲食物
活動場所の近くにコンビニエンスストアなどがあるとは限りません。予め用意しておくことを
お勧めします。

ポケットティッシュ 公衆トイレに紙がないことも考えられるので、持っておくと便利でしょう。

ビニール袋 荷物や濡れた衣服をまとめたいときにあれば便利です。

ウエストバッグ
（ヒップバッグ）

原則、荷物置き場はありません。上記の荷物を最小限にまとめ、貴重品を肌身離さないために
も、ウエストバッグなどは便利です。

●持ち物リスト

●服装について

活動しやすい服装(女性はスカートではなくズボンやジャージ)、靴は運動靴やスニー

カーでご参加ください。（スタッフビブス・キャップは必ず着用してください。)

当日は寒暖差のある可能性があります。屋外での長時間の活動も多いので、各自で防

寒対策を行い、温度調節のしやすい服装をしましょう。

また、荷物は少なめにし、手荷物・貴重品は自己管理しやすいよう工夫してください。

※ウエストポーチや斜め掛けバッグをスタッフウェアの上に装着することは

できます。

※活動場所に荷物置き場はありません。盗難・紛失には十分注意してください。

●スタッフウェア

【スタッフ共通】活動をするにあたって

オリジナルCAP オリジナルビブス

本部 コア スタッフ

リストバンドで識別
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【共通】（迷子/遺失物拾得/救急/火災/地震）対応

迷子•迷い人対応要領

迷子発見

分所へ連絡·移動

①発見現で保護者発見に努める
②本部に連絡·移動
③保護者からの届け出の有無を確認
④迷子受付票を作成
⑤保護者発見まで、分所にて保護
※保護者発見までステージ幕間or拡声器にて随時ご案内

保護者による迷子の問合せ対応要領

①本部へ連絡し、迷子保護の有無を確認

保護者の申し出

迷子保護の確認
②保護者を分所へ案内
③迷子有り、保護者確認後、引渡し 迷子
無し 、 迷子受付票の作成

分所へ案内

迷子捜索

④迷子発見まで随時捜索
発見時は本部へ連絡、移送後、保護者へ引き渡し。

遺失物•拾得物対応要領

①来場者から拾得物を関係者に届けられた場合は、

お礼を 述べ分所テントに届けて頂くようお願いしてください。

分所にて拾得物の受付を行います。
（その他の場所にて受付けた物は、必ず本部へ連絡）

関係者の拾得物に関しても、すべて本部へ届けます。

拾得物発生

分所にて預り

■忘れ物及び落し物に関しては、本部へ必ず連絡して下7い。

②本部にて預かる。
※イベント終了後は、主催者対応とする。

遺失物の問合せ対応要領

①関係者が、来場者より遺失物の問い合わせがあったら、
本部へ、その旨を届け出て頂くようお願いしてください。

遺失物の申し出

発見 ②拾得物として届け出が出ている物であれば、中身を
照合し、本人のものであるかどうか確認し、返却します。

③遺失物の届け後、関係者及び他来場者にて発見されたものは、届
出人へ電話等で連絡し、返却します。
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【共通】救急救護対応

急病人・けが人対応要領

急病人・けが人 発生

一般来場者が発見

運営本部 ※状況により現場に急行する

警備・スタッフが発見

警備・スタッフ

動 け な い ／

動かさないほうが良い

判断できない動ける

救護室に案内 救護室に連絡し、現地へスタッフを派遣

救護体制の確立
救護室の設置 【本部】【分所】
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13.対応 火災など災害発生時

火災等災害発生時の対応要領

火 災 災 害 発 生

一般来場者が発見

運営本部 ※状況により現場に急行

警備・スタッフが発見警備・スタッフ

動けない／
動かさない方がよ
い 判断できない

消防署への連絡は、

下図参照

進入ルートの確保／

付近の消火栓の確保

救護室に連絡、現地へ看護士を派遣

・消防車が会場内へ進入する必要が生じた場合には、観客の安全に注意し警備員により誘導を行う。
・けが人等が発生した場合は、救護室にて対応を行うが、必要に応じて救急車の要請を行う。

初期消火・避難誘導・負傷者救護

負傷者の発見

緊急連絡フロー図(災害発生時）

運営本部

出動指令 無 線

①指令課( 1 1 9番 ）②岡崎公園(0564-**-****）

火災発生の報告または
、 動線管理等完了連絡初動体制の指示 口頭又は電話

電 話
火災発生の報告または
動線管理等完了連絡

赤矢印は、動線管理完了の連絡を含む

警備員

※警備員が、火災等を発見した時は、初期消火、避難誘導等

通 報

観客又は、出展者

通 報 情報確認

消防隊


