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この書類は案内書として作成されており、規則的な効果はありません。 

規則については、FORUM 8 Central Rally 2021 特別規則書及び公式通知に従ってください。 

競 技 会 名 称 FORUM 8 Central Rally 2021 

競 技 タ イ ト ル FIA International Rally 

競 技 会 の格 式 FIA 公認 国際格式  FIA 公認番号 2021- 

JAF 公認 国内格式  JAF 公認番号 2021- 

競 技 種 目 スペシャルステージラリー

開 催 日 時 2021 年 11 月 12 日（金）～11 月 14 日（日） 

主催： トヨタモータースポーツクラブ （TMSC）

上州オートクラブ （JAC） 

ＮＰＯ法人 Ｍ.Ｏ.Ｓ.Ｃ.Ｏ. (MOSCO) 

特別協賛 

後援： 

愛知県 ・ 岐阜県 ・ 豊田市 ・ 岡崎市 ・ 新城市 ・ 設楽町 ・ 恵那市

協力： ㈲ケーアイテ―サービスカンパニー ・ ㈱キャロッセ ・  Ral lyStream ・ YODA Rallying  

LUCK ・ ホテルトヨタキャッスル ・ 豊田スタジアム ・ (合)サンク 他 
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●主催 

◇トヨタ・モータースポーツ・クラブ （ＪＡＦ公認クラブ 10003 略称：TMSC） 

〒１０２－００７４ 東京都千代田区九段南２－３－１８ トヨタ九段ビル B1 
TEL ０３－３２２１－９９５０  FAX ０３－３２２１－９９２４ 
WEB サイト：http://toyota-motorsports-club.jp/ 
 

◇上州オートクラブ （ＪＡＦ加盟クラブ 10003 略称：ＪＡＣ） 

〒３７３－００２４ 群馬県太田市上小林町１２８－２ 

ＴＥＬ ０２７６－２５－０１１４  ＦＡＸ ０２７６－２５－６９９６ 

WEB サイト：http://www.n-mosco/jac/index.html   

 
◇NPO 法人 MOSCO （ＪＡＦ加盟団体 10003 略称：MOSCO） 

〒３７０－１２０１ 群馬県高崎市倉賀野町２４５８－１３ 

ＴＥＬ ０２７－３８６－４３６５  ＦＡＸ ０２７－３８６－４３７５ 

 

● ラリー事務局 

Central Rally 大会事務局 （NPO 法人 MOSCO 高崎事務所） 

〒３７０―１２０１ 群馬県高崎市倉賀野町２４５８－１３ 

ＴＥＬ ０２７―３８６－４３６５  ＦＡＸ ０２７－３８６－４３７５ 

WEB サイト： https://central-rally.jp      Ｅメール： office@central-rally.jp 

   
●現地ラリー本部（ラリーＨＱ） 

ホテルトヨタキャッスル 

〒４７１－００２７ 愛知県豊田市喜多町２－１６０ 

ＴＥＬ ０５６５－３１－２２１１  ＦＡＸ ０５６５－３１－３５８８  

ラリー本部（HQ）専用電話 

ＴＥＬ TBA 

WEBサイト： http://www.t-castle.co.jp/  

 

豊田スタジアム 

〒４７１－００１６ 愛知県豊田市千石町７－２ 

TEL TBA 

WEBサイト： https://www.toyota-stadium.co.jp/  

 

 

１ 運営組織（連絡先等） 
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 大会組織委員会 

組織委員長 高桑 春雄 （NPO法人 MOSCO代表理事）  

 大会組織委員 関谷 正徳 （トヨタ・モータースポーツ・クラブ会長）  

  小関 高幸 （上州オートクラブ会長）  

  河野 誠 （トヨタ・モータースポーツ・クラブ）  

  福村 幸則 （ＮＰＯ法人 Ｍ.Ｏ.Ｓ.Ｃ.Ｏ.）  

  安東 貞敏 （ＮＰＯ法人 Ｍ.Ｏ.Ｓ.Ｃ.Ｏ.）  

  山口 昌也 （ＮＰＯ法人 Ｍ.Ｏ.Ｓ.Ｃ.Ｏ.）  

     

審査委員会 

 審査委員 小口 貴久 （KAPS） 

 審査委員 西井 敏則 （MSCC） 

    

 競技役員 

 競技長 安東 貞敏  

 副競技長 市川 洲夫  

 コース委員長 鈴木 博  

 計時委員長 黒崎 直樹  

 副計時委員長 山口 昌也  

 技術委員長 並木 衛  

 副技術委員長 織原 敏明  

 救急委員長 池田 徹矢  

 事務局長 堀口 幹城  

 副事務局長 藤田 充宏  

 メディアオフィサー 石城 健司  

リグループ・サービスパーク担当 福村 幸則  

スペクテイターセーフティー担当 金子 恵一  

 医師団長 青山 康  

 大会医師 紙谷 孝則  

 大会医師 跡見 等  

    

コンペティターリレーションオフィサー（ＣＲＯ） 

  後藤 茂行  

 
 
 
 

２ 競技会役員（予定） 
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  年 月 日 時間 アイテム ロケーション 

2021年 10月01日（金） 09：00～ 特別規則書発行 

  09：00～ エントリー受付開始   

  09：00～ メディア登録申請開始  

 10月15日（金） 21：00 エントリー締切り  

 10月26日（火） 21：00 エントリーリスト発表  

  21：00 メディア登録申請締切り  

     

 11月11日（木） 15：00 ラリー本部(HQ)開設 ホテルトヨタキャッスル＆豊田スタジアム 

  15：00 公式掲示板設置 公式WEBサイト 

  15：00～19：00 参加確認 1 

レッキ・サービス受付 

ロードブック他資料等配布 

豊田スタジアム 

  15：00 サービスパークオープン 豊田スタジアム サービスパーク 

  19：00 ラリー本部(HQ)クローズ ホテルトヨタキャッスル＆豊田スタジアム 

     

 11月12日(金) 07：00 ラリー本部(HQ)オープン ホテルトヨタキャッスル＆豊田スタジアム 

  07：00～07：30 参加確認 2 

レッキ・サービス受付 

ロードブック他資料等配布 

豊田スタジアム 

  08：30～16：00 レッキ開始～終了  

  09：30～15：00 公式車両検査 豊田スタジアム 公式車検エリア 

  16：00～ 第1回審査委員会（予定） ホテルトヨタキャッスル 審査委員会室 

  17：00 LEG１ スタートリスト発表 公式WEBサイト 

  19：00 ラリー本部(HQ)クローズ ホテルトヨタキャッスル＆豊田スタジアム 

     

 11月13日（土） 07：30 ラリー本部(HQ)オープン ホテルトヨタキャッスル＆豊田スタジアム 

  09：00～ LEG１ スタート 豊田スタジアム サービスパーク 

  19：00頃～ LEG１ フィニッシュ  豊田スタジアム パルクフェルメ 

  20：00 LEG２ スタートリスト発表 公式WEBサイト 

  21：30 ラリー本部(HQ)クローズ ホテルトヨタキャッスル＆豊田スタジアム 

     

 11月14日(日) 05：30 ラリー本部(HQ)オープン ホテルトヨタキャッスル＆豊田スタジアム 

  06：00～ LEG２ スタート 豊田スタジアム パルクフェルメ 

  16：23頃～ LEG２ フィニッシュ 豊田スタジアム パルクフェルメ 

  16：45～ 再車両検査 豊田スタジアム 再車検場 

  17：30 暫定結果発表 公式WEBサイト 

  18：00 正式結果発表 公式WEBサイト 

  20：00 ラリー本部(HQ)クローズ ホテルトヨタキャッスル＆豊田スタジアム 

３ イベントスケジュール 
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4.1 参加申込受付期間 

参加受付開始 ２０２１年１０月０１日（金）  ９：００ 

参加受付締切 ２０２１年１０月１５日（金） ２１：００まで 

4.2 参加申込（大会事務局） 

4.2.1 大会事務局 

住  所 ： 〒３７０－１２０１ 群馬県高崎市倉賀野町２４５８－１３ 

名  称 ： NPO法人 M.O.S.C.O.  ラリー事務局 

Tel ： ０２７－３８６－４３６５ 

Fax ： ０２７－３８６－４３７５ 

E-Mail ： entry@central-rally.jp  

URL ： https://central-rally.jp  

4.2.2 参加申込方法 

参加申込はオーガナイザー所定の下記書類に必要事項を記入し、申込み期間中に下記大会事務局に 

Ｅ－ｍａｉｌ にてお申込みください。（郵送およびFAXでの申し込みは受け付けません） 

誓約書は署名した原本を１１月１１（木）および１１月１２日（金）の参加受付時に提出してください。 

公式プログラムおよびプロモーション用としてクルーのJPEG画像（最小1MB）を大会事務局までEメール 

添付で送付して下さい。 

   参加申込提出書類 

4.3 参加台数およびカテゴリー 

4.3.1 参加台数 

参加台数の上限は、６０台とします。（すべてのカテゴリー合計） 

オーガナイザーは、参加台数がオーバーした場合や参加資格について選考した結果、エントリーを拒否する

権限を有し、不受理となった場合は通知されます。

4.3.2 カテゴリー１ 

①FIAおよびASN公認車両

②ＪＡＦ国内競技車両規則第２編ラリー車両規定に従ったR、RJ、RPN または AE車両。

③クラス区分

R-１ ： 1600ccを超える４WDおよび3000ccを超える２WD車両 

R-２ ： 1600ccを超え3000cc以下の２WD車両 

R-３ ： 1600cc以下の車両およびAE車両 

・ 参加申込書

・ 車両申告書

・ サービス登録申請書

・ アンケート（プロモーション情報）

・ エントリーブックレット、支払い明細書

・ 車載カメラ使用申請書 （車載カメラを使用する場合）

・ 車検証の写し

・ ラリー競技に有効な自動車保険証券（写し）又は、ラリー保険申込書

・ 誓約書 （誓約書のみ参加受付時提出のこと）

・ 画像データー（ドライバー．コドライバー．参加車両）

４ 参加申込（エントリー） 
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4.3.3 カテゴリー２ （ヒストリックカークラス） 

①ＪＡＦ国内競技車両規則第２編ラリー車両規定に従った RF 車両。

②アルペンクラッシックカーラリー（ACCR）の車両規定に従い上記①に属するRF車両

4.4 エントリーパッケージ 

4.4.1        エントリー費    1台  １７５，０００円 

上記費用には、レッキ参加費用、ラリー参加費用、ロードブック１冊、公式プログラム２冊、エントラントパス２枚 

サービスクルーパス４枚、サービス車両通行証１枚、サービススペース５ｍ×５ｍが含まれます。

4.5 サービス申込 

サービスカーの登録はオーガナイザー所定の申込用紙に必要事項を記入し、参加申請と同時にお申込みください。 

● １台目のサービスカー登録費用  エントリーフィーに含まれ４名のサービス員登録費も含む）

● ２台目のサービスカー登録費用  ２０，０００円  （追加スペース費用を含む。）

※サービス員のみ追加登録する場合は1名 ５，０００円 を追加登録費用としてお支払いください。

※本料金には宿泊費や食事代は含まれていません。

※サービス登録された車両以外はサービスパーク内に入場できません。

※１台のサービスカーで複数の競技車をサービスする場合、参加申請時に申告してください。

4.6 支払い方法 

参加費用、追加宿泊費用、他の支払いは申込と同時に下記銀行口座へお振込みください。 

※ 支払いは日本円のみとし、すべての送金手数料は参加者負担とします。小切手は不可。

4.7 エントリー料金の返金 

エントリー料金は次の場合全額返金されます。

１）エントリーが受理されなかった場合

２）ラリーが開催されなかった場合

但し、ラリー開催前15日前以降に大規模な災害や新型コロナウイルスの影響による移動制限等で

開催できなくなった場合は総参加費用の７０％以上を返金させていただきます。

３）オーガナイザーは不可効力（各自のASNにより正当に証明された場合）により出走できなくなった参加者に

エントリー料金の５０％を返金します。

振込先 

【銀 行 名】 群馬
グ ン マ

銀行
ギンコウ

 

【店   名】 沼田
ヌ マ タ

支店
シ テ ン

（210) 

【預金種目】 普通預金 

【口座番号】 １４８２２２３ 

【口座名義】 

 特定
トクテイ

非営利
ヒ エ イ リ

活動
カツドウ

法人
ホウジン

 Ｍ．
モ

Ｏ．
ス

Ｓ．
コ

Ｃ．Ｏ． 

【略称】 トクヒ） モスコ 
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    競技参加車両は本ラリー競技に有効な任意の対人対物保険に加入しなければなりません。 

    保険金額は対人２０００万円以上、対物２００万円以上、搭乗者１０００万円以上とします。 

搭乗者についてはJMRC共済制度（見舞金）も可とします。 

※競技用保険未加入の方は、当ラリーに有効な保険加入手続きを事務局にて受付します。 

競技用自動車保険を申込む場合エントリーブックレットの申込欄に必要事項を記入し送付願います。 

 

 

 
 

6.1 ウインド 

屋根を含む車体への広告が許されます。但し、車両のフロントウインドウ上部の広告は日本国外登録車両のみ 

に許されます。広告サイズは、フロントウインドウは上部より高さ１０cm、リヤウインドウは上端部より高さ８cmを 

超えないものとします。 

 

6.2 任意広告 

   オーガナイザーの任意広告を受け入れる参加者は特別規則書 付則７に従って広告スペースを確保しなければ 

なりません。従わない場合は任意広告を拒否するエントリー費を支払わなくてはなりません。 

 

6.3 アルコール及び煙草の広告 

日本国内において、ラリーカー及びユニフォームに対する広告に制限はなく、アルコールや煙草に関する広告も 

同様とします。 

 

6.4 ラリープレート及びゼッケン 

参加者は2021FIA地域ラリー規定１８条に従いラリープレートとゼッケンパネル一式を支給します。 

これらは特別規則書に従って公式車両検査時までに車両に貼り付けなければなりません。 

これに違反した場合は罰金５４，０００円を課します。 

 

 
 
 各カテゴリー共に下記とします。 

 

7.1.1 使用可能タイヤ 

日本の公道で走行可能なタイヤ。（サーキットタイヤは除く） 

 

   7.1.2 使用本数 

本競技会で使用できるタイヤ本数は２０本までとします。 

 

 
 
 
   公式車両検査終了後からラリーフィニッシュまでの間は、ロードブック内に記載されているオーガナイザーが指定 

した給油所にて給油することとします。 

 

５ 保 険 

６ 広告及びラリープレート 

７ タイヤ 

８ 燃料 
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１）レッキは１１月１２日（金）オーガナイザーのコントロールの下、全出場クルーを対象に行われます。

２）レッキ受付は１１月１１日（木）１５：００～１９：００、１１月１２日（金）７：００～７：３０ サブ・ラリーHQ（豊田スタジアム） 

にて行われ、各クルーはレッキカード及び車両識別カードを受け取ってください。

３）レッキスケジュールの詳細については特別規則書付則２に従うこととします。

9.1 レッキ車両 

全ての参加者はノーカラーリング車両でレッキを行う事とします。 

 9.2 レッキ用タイヤ 

    使用タイヤは日本国内で市販されている、競技用以外の一般用舗装用タイヤに限定します。 

9.3 クルーの厳守事項 

１）各クルーはレッキの間、車両識別カードを貼り付けしなければなりません。

２）各クルーは、各スペシャルステージを２回走行することができます。

9.4 交通規制 

１）レッキの間、競技者は交通法規を遵守しなければならず、さらに特別規則書や公式通知で通知される。オー

ガナイザーのいかなる指示にも従わなければなりません。いかなる場合も、他の道路通行者の安全と権利を

尊重しなければなりません。オフィシャルはレッキのルート上でレッキ車の動作を目視または計測機器、写

真、ビデオによって監視することがあります。全ての違反は大会審査委員会に報告され、ラリースタート不可

までの罰則を課す場合があります。

２）レッキ中スペシャルステージおよびすべての道路において法定速度を超えてはなりません。これに違反した

場合は大会審査委員会によって罰則を課します。

10.1 必要（提出）書類 

１）ドライバー、コ・ドライバーの競技ライセンス及び免許証

※海外よりエントリーのドライバー、コ・ドライバーは日本で運転するため有効な運転免許証が必要

２）ASN発行の競技参加者証（海外ライセンス保持者）

３）車検証、自賠責保険証、ラリー競技に有効な保険証

４）署名された誓約書の原本の提出。

５）新型コロナウイルス感染防止のための問診票

※新型コロナウイルス感染対策のため、参加申込時に全ての必要書類を添付しお申込みください。

当日は署名された誓約書の原本および問診票の回収のみにしたいと思います。

10.2 参加確認日程（レッキ受付時同時に行います） 

場所 ： サブ・ラリーHQ事務局 （豊田スタジアム・チケットセンター） 

日時 ： ２０２１年１１月１１日（木）１５：００～１９：００ 

１１月１２日（金）０７：００～０７：３０ 

９ レッキ要領 

１０ 参加確認
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11.1全車両 

１）参加車両はオーガナイザーの指定した車検場（豊田スタジアム 公式車検エリア）において

１１月１２日（金曜日）９：３０～１５：００の間に車検を受けなければなりません。

２）規定の時間内に車検に合格しない競技車両は、スタートできない。但し、競技会審査委員会が修復時間を

与える場合があります。

３）クルーが着用するもの

２０２１年国内競技車両規則第４編付則ラリー競技に参加するクルーの装備品に関する付則に従った

ヘルメットおよびレーシングスーツを着用することとします。

また、頭部および頸部の保護装置（FHRシステム、HANS等）の装着を推奨します。 

４）競技車両に搭載するもの

非常用停止表示板(三角)２枚、非常用信号灯、赤色灯、牽引用ロープ、救急薬品。

２０２１年ＪＡＦ国内競技車両規則第２編ラリー車両規定第２章第３条に定められている仕様の消火器。

A３版の ”OK“ ”SOS“ カードで、車内の取出しやすい位置に置いておくこと）

５）セーフティートラッキングシステムの取り付け

本ラリーではセーフティートラッキングシステムを取り付ける予定です。

その場合は、事前にコミュニケーションで機材の内容およびレンタル費用等をお知らせします。

６）車載カメラの取り付け

車載カメラを取り付ける場合は、参加申込時に車載カメラ使用申請書の提出が必要です。

また、カメラの取り付けが車体の中側、外側を問わず公式車両検査までに取り付けられていなければなりませ

ん。公式車検時に車検員により許可ステッカーが貼付けされ、許可を受けていない場合の撮影は禁止します。

尚、このカメラで撮影された映像の版権はオーガナイザーに帰属されますので、オーガナイザーに画像の提出

を求められる事があります。

日 時 ２０２１年１１月１３日（土） １号車 ９：００～ 

場 所 豊田スタジアム 

方 法 来賓によるスタートフラッグの合図により順次スタートします。 

スタート間隔はオフィシャルにより指示されます。

日 時 ２０２１年１１月１４日（日） １号車 １７：５０頃～ 

場 所 現在調整中 

方 法  各クラス上位入賞チーム（１位～６位、クラスによっては１位～３位）を対象にフィニッシュポディウム 

にて暫定表彰セレモニーを行います。他対象外のクルーはパルクフェルメに移動します。 

１１ 公式車両検査・マーキング及びシーリング、安全器材 

１３ フィニッシュポディウム 

１２ セレモニアルスタート 
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カテゴリー １ 各クラス１位～３位 盾、副賞    ４位～６位 副賞 

尚、参加台数の少ないクラスは賞典を制限する。 

カテゴリー ２ 各クラス１位～３位 JAF盾、副賞、 ４位～６位 副賞  

（ヒストリックカークラス） 尚、参加台数の少ないクラスは賞典を制限する。 

ラリーHQ ホテル

ホテルトヨタキャッスル

〒４７１－００２７ 愛知県豊田市喜多町２－１６０

ＴＥＬ ０５６５－３１－２２１１  ＦＡＸ ０５６５－３１－３５８８

WEB サイト： http://www.t-castle.co.jp/

宿泊予約 ： kodama@t-castle.co.jp

予約担当 ： 児玉 様 （ご予約、お問合せはメールにて「Central Rally の件」と表記しお送り願います）

ツーリズムとよた WEBサイト
https://www.tourismtoyota.jp/accommodations/search?url=accommodations%2Fsearch%2F

１４ 賞典 

１５ 宿泊案内 
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１６ アイテナリー（暫定版） 
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サービスパーク (豊田スタジアム東駐車場)

１７ サービスパーク ラリーHQ 配置図 
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