
24

　全日本ラリー選手権は、今年も佐賀県唐津市で
開幕戦を迎えます。唐津神社で行われる交通安全
祈願と、大鳥居を拠点に行われるセレモニアルス
タートは開幕戦の風物詩となり、毎年多くのラリ
ーファンが応援に駆けつけます。唐津市南東部を
舞台に行われるラリーは、ラフでタイヤへの攻撃
性が高いターマック路面で、コーナーの奥が深く
曲がり込んだ林道ステージが大きな特徴です。シ
リーズの中で最も「タイヤに厳しいラリー」と言

われ、速さはもちろんのこと、タイヤマネージメ
ントも勝負の行方を左右する大きな要素となって
います。サービス会場は、昨年まで特設ステージ
が設けられていた唐津市東港埠頭駐車場に移動し、
サービス会場から約２km離れた畔水記念館に特
設ステージが新たに設けられました。ニューカマ
ーが勢ぞろいするとともに、開幕10連覇の偉業
を達成した勝田範彦選手の戦いぶりなど、今年も
見どころたっぷりのラリーとなるでしょう。

地元の
名物

玄界灘を臨む唐津市は、新鮮な魚や海産物
を取りそろえたグルメの街としてもおなじ
みです。なかでも、呼子町で水揚げされる
「呼子イカ」の透き通るような活き造りは、

全国区で人気を誇る名産品。そのほか、肉
汁たっぷりのパテにチーズ、ハムエッグな
どが溢れんばかりに詰まっている「からつ
バーガー」も代表的なご当地グルメです。

全国に名を轟かす
呼子イカの活き造り

2015年ウイナー
総合順位 クラス ドライバー／コ・ドライバー マシン タイム
１ JN6 勝田範彦／足立さやか ラック名古屋スバルDL WRX STI 1:01:34.4
12 JN5 眞貝知志／漆戸あゆみ ABARTH 500 Rally R3T 1:05:29.8
15 JN4 石川昌平／石川恭啓 ARTAオートバックスBRZ 1:05:51.3
20 JN3 岡田孝一／鶴田邦彦 キーストーンナビゲーターDLデミオ 1:07:00.8
27 JN2 田中伸幸／藤田めぐみ 加勢eレーシングBSクスコWMスイフト 1:09:05.7
36 JN1 松田保夫／杉原慶彦 SRS-RX8 1:10:34.8

●日程４月10日（金）～12日（日）　●開催地：佐賀県唐津市　●ラリー総距離：301.97㎞　●路面・ターマック
●SS総距離：69.35㎞（14本）　●天候：デイ１/ウェット・ドライ、デイ２/ドライ　●ポイント係数：1.0

2015年リザルト

タイヤにもドライバーにも厳しいテクニカルステージ

ツール・ド・九州2016 in 唐津 Supported by Sammy
http://ww21.tiki.ne.jp/~gravel-msc/

佐 賀 県

1
R o u n d

イベント開場／サービスパーク
のある二夕子３丁目倉庫一帯は、
唐津壱岐フェリーターミナル付
近。クルマの場合、福岡市内か
ら福岡高速～福岡前原道路、唐
津道路の唐津ICまで約１時間。
佐賀市内から国道203号線～厳木多久道路で約１時間。電車
では福岡市内から地下鉄～JR直通快速で１時間10分。駅か
らはクルマで10分程度。

アクセス情報
愛媛県

唐津市

佐賀県

４月８日（金）～10日（日） 佐賀県唐津市
●総距離：315㎞　●SS路面：ターマック　●主催団体：グラベルモータースポーツクラブ（GRAVEL）
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地元の
名物

冷涼な気候を活かした色とりどりの高原野
菜が名産の久万高原町。なかでも「桃太郎
トマト」は減農薬減化学肥料に取り組み、
「エコひめ」の認証を受けた安全／安心な

トマトです。地元では「どんぐりトマト」
と呼ばれている「アイコ」も、糖度と酸味
のバランスがとれた逸品。水がきれいな町
ならではの「美川手延べそうめん」もぜひ！

高地の気候を活かした
トマトやそうめんが名物

　ターマックとグラベルのどちらでもラリーを開
催できるフィールドを兼ね備えている久万高原ラ
リーは、昨年から再びターマックを舞台に全日本
ラリーを開催しています。ラリーの拠点となる美
川スポーツランド（美川スキー場跡地）は、標高
約1000ｍ付近に位置し、ほとんどのSSが雲海を
見下ろす高地に設定されているため、「天空のバ
トル」とも言われています。特に、四国カルスト
の広大な台地を眺望することができる大川嶺は、

このラリーの名物ステージとして人気を集めてい
ます。また、今年はSS総距離が150kmを超え、
１本のSSが20kmを超えるロングSSも設定。も
ともと空気が薄い高地が舞台となるため、エンジ
ンパワーに大きな影響を与えるラリーですが、今
年はブレーキにも厳しいラリーが展開されること
が予想されます。美川スポーツランドに設定され
たギャラリーステージでは、日中でも真っ赤に焼
けたブレーキローターを見ることができます。

2015年ウイナー
総合順位 クラス ドライバー／コ・ドライバー マシン タイム
１ JN6 新井敏弘／田中直哉 フジスバルアライモータースポーツWRX 1:31:09.6
４ JN5 柳澤宏至／中原祥雅 ADVANクスコRALLY+208GTi 1:35:52.1
７ JN4 香川秀樹／浦 雅史 BRIG ラック シビックタイプR 1:37:03.9
15 JN3 岡田孝一／鶴田邦彦 キーストーンナビゲーターDLデミオ 1:40:16.6
16 JN2 高橋悟志／箕作裕子 ミツバWMDLラックマジカル冷機ヴィッツ 1:41:28.2

●日程：５月８日（金）～10日（日）　●開催地：愛媛県上浮穴群久万高原町　●ラリー総距離：278.79㎞
●路面：ターマック　●SS総距離108.54㎞（９本）　●天候：デイ１/ウェット、デイ２/ドライ　●ポイント係数：1.2

2015年リザルト

国内最長のターマックステージSS誇るタフなラリー

久万高原ラリー Supported by Sammy
http://www2.odn.ne.jp/mac/

愛 媛 県

R o u n d

ヘッドクオーターやサービスパ
ーク、ギャラリーステージが集
約されている旧美川スキー場
（美川スポーツランド）までは、
クルマの場合は松山ICから国
道33号線で約90分。松山市内
から麓までのバスもありますが、スキー場まで10km弱ある
ため、レンタカーなどでの移動が基本。スキー場までの道で
はラリーカーともすれ違うことがあるため注意。

アクセス情報

久万高原町
愛媛県

2 ４月29日（金）～５月１日（日）  愛媛県久万高原町
●総距離：306.30㎞　●SS路面：ターマック　●主催団体：松山オートクラブ（MAC）、チーム.エトワール（ETOILE）、ドライバーズクラブルーキー（D.C.R）
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　若狭ラリーは、2014年まで京都府の丹後半島
を舞台に開催されていたラリーに代わり、昨年か
ら新たに全日本シリーズに組み込まれました。福
井県西部から京都府の北東部にかかかる若狭湾は、
日本海側としては珍しいリアス式海岸でもあり、
風光明媚な地形は観光名所としてもおなじみです。
その若狭湾に面したリゾート施設「うみんぴあ大
飯」を拠点とするターマックラリーは、走行距離
約420kmのラリールートに81kmのSSを設定する

予定です。昨年、好評だった観光有料道路「レイ
ンボーライン」のSSは今年は見送りとなりまし
たが、新たな林道SSを設定。このSSは、2000
年代前半に開催されていたラリーオブ京都で使わ
れていたステージでもあり、かつての名勝負が繰
り広げられることでしょう。また、サービスパー
クから近隣の場所に今年もギャラリーステージを
設定。観戦しやすいことから、人気スポットのひ
とつとなっています。

2015年ウイナー
総合順位 クラス ドライバー／コ・ドライバー マシン タイム
１ JN6 勝田範彦／足立さやか ラック名古屋スバルDL WRX STI 54:07.2
８ JN5 眞貝知志／漆戸あゆみ ABARTH500RallyR3T DL 56:42.3
14 JN1 中村晃規／古川智崇 DLディクセルNETracingRX-8 57:15.8
15 JN4 番場彬／亀森隆志 ADVAN Gd 高崎くす子 86  57:45.9
25 JN2 中井育真／佐土原慶一 デューポイント・DL・フィルインSデミオ 1:00:38.8
29 JN3 武田雄一郎／鈴木和人 シロキヤ・DL・BRIG・ヴィッツwCCP 1:01:10.8

●日程：６月５日（金）～７日（日）　●開催地：福井県おおい町　●ラリー総距離：510.57㎞　●路面：ターマック
●SS総距離：75.08㎞（14本）　●天候：デイ１/ウェット・ドライ、デイ２/ドライ　●ポイント係数：1.0

2015年リザルト

海と山の風光明媚な景色を舞台とするターマックラリー

若狭ラリー Supported by Sammy
http://wakasarally.com

地元の
名物

若狭湾で水揚げされる魚介類は「若狭もの」
として珍重されています。なかでも鯖は、
1200年以上前から若狭から京都へ届けられ、
行き交う道が「鯖街道」と呼ばれたほど。

旬の時期は３～12月。脂ののった鯖を丸
ごと豪快に焼き、生姜醤油で食べる「浜焼
き鯖」は全国的に有名です。塩漬けの鯖を
糠漬けにした「へしこ」も若狭の名産です。

海の幸の宝庫、若狭湾は
様々な鯖料理がオススメ

サービスパーク、ギャラリース
テージはおおい町のリゾート施
設「うみんぴあ大飯」に隣接。
ギャラリーステージまでは特設
駐車場に駐車して徒歩５分の好
立地となっています。クルマの
場合、うみんぴあ大飯へは舞鶴若狭自動車道の小浜西ICか
ら約10分。電車の場合は最寄りの若狭本郷駅から約1.6km。
タクシーで約４分、徒歩でも20分程度となっています。

アクセス情報

福 井 県

R o u n d

愛媛県

おおい町

福井県

3 ５月20日（金）～22日（日）  福井県おおい町
●総距離：415㎞　●SS路面：ターマック　●主催団体：モータースポーツクラブシンフォニーオブ京都（SYMPHONY）、大阪電気通信大学体育会自動車部（OECU-AC）
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　江戸時代の棚倉藩の城下町、福島県棚倉町を拠
点に開催される第４戦は、今シーズンのグラベル
ラリー初戦となる重要な１戦です。SSは、深い
轍が刻まれた路面や砕石が散乱したガレ場が多い
ため、SS総距離は約70km（予定）と短めですが、
全日本ラリー随一とも言われるラフロードが連続
します。そのため、タイヤのパンクやサスペンシ
ョンを傷めるといった車両トラブルでリタイアす
る車両が続出することが多く、0.1秒を争うスプ

リントラリーながらもサバイバルラリーの一面も
持っています。
　ギャラリーステージは、ラリーの拠点となるル
ネサンス棚倉と、広大な牧草畑のなかのターマッ
ク林道を縫うように疾走する鹿角平観光牧場の２
カ所。特にルネサンス棚倉では、篠塚建次郎によ
るデモラン＆同乗走行や、じゃんけん大会なども
実施。サービスパークも近く、スタート、フィニ
ッシュ、整備の様子まで丸２日間楽しめます。

2015年ウイナー
総合順位 クラス ドライバー／コ・ドライバー マシン タイム
１ JN6 新井敏弘／田中直哉 フジスバルアライモータースポーツWRX 59:54.5
10 JN5 関根正人／竹下紀子 GセキネンDLWMMOTULミラージュ 1:05:45.4
15 JN3 寺川和紘／石川美代子 四国産直市場BRIG恵歯会HWデミオ 1:08:25.1
22 JN2 中西昌人／廣島　真 ADVAN・WM・KYBマクゼススイフト 1:11:28.4

●日程：７月23日（木）～26日（日）　●開催地：福島県棚倉町・鮫川村・いわき市
●ラリー総距離：458.94㎞　●路面：グラベル（一部ターマック）　●SS総距離：62.02㎞（15本）
●天候：デイ１/ドライ、デイ２/ドライ　●ポイント係数：1.2

2015年リザルト

シリーズグラベル初戦は、ハードな山岳ステージが舞台

がんばろう!福島MSCCラリー2016
http://www.mazdasportscarclub.jp/Fukushima2016.html

地元の
名物

福島県の農村地帯である開催地周辺は、農
産物の名産品が豊富。棚倉町のブルーベリ
ーは、視力や眼精疲労の回復、美肌、便秘、
動脈硬化の予防に効果があると言われます。

また、鮫川村の「手まめ館」では地場産大
豆でつくる味噌や豆腐、きな粉が人気。太
陽の光をたっぷりと浴びたいわき市の完熟
トマトも深い味わいが注目を集めています。

豊かな自然で育まれた
地元の農産物が話題

ルネサンス棚倉は、東北自動車
道の白河ICから国道289号線で
約40分。常磐自動車道は那珂
ICから国道118号線経由で約90
分、いわき勿来ICから国道289
号線経由で約60分。電車の場
合は、水郡線棚倉駅から徒歩10分となっています。ルネサ
ンス棚倉から鮫川村の鹿角平観光牧場まではクルマで約40
分程度かかるので、観戦したい人はクルマは必須です。

アクセス情報

福 島 県

R o u n d

愛媛県

棚倉町福島県

4 ６月10日（金）～12日（日）  福島県棚倉町・鮫川村・いわき市
●総距離：約460㎞　●SS路面：グラベル　●主催団体：マツダスポーツカークラブ（MSCC）
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　シリーズの折り返し地点となる第５戦は、北海
道有数の観光地・洞爺湖周辺のグラベル林道が舞
台となります。火山活動で形成された雄大で美し
い自然や貴重な地質を有する「洞爺湖ジオパーク」
は、2009年に世界ジオパークネットワークに登
録されました。SSは、洞爺湖、有珠山、昭和新山、
羊蹄山などの観光スポットを駆け巡るように設定
され、北海道らしい雄大なハイスピードステージ
から本州の林道を彷彿させるテクニカルステージ、

さらに豪快に水しぶきを上げて通過する川渡りス
テージなど、変化に富んでいるのが大きな特徴で
す。また、全般的に路面コンディションが安定し
ているため、ドライバーからも「走りやすい」と
好評です。ギャラリーステージは２日間に渡り林
道ステージ数カ所に設定されるほか、家族連れで
も観戦しやすい特設ステージをラリーの拠点とな
る「洞爺湖文化センター」に設定。観光とラリー
を同時に楽しむことができるラリーです。

2015年ウイナー
総合順位 クラス ドライバー／コ・ドライバー マシン タイム
１ JN6 新井敏弘／田中直哉 フジスバルアライモータースポーツWRX 50:12.8
13 JN5 関根正人／竹下紀子 GセキネンDLWMMOTULミラージュ 55:16.1
20 JN2 田中伸幸／藤田めぐみ 加勢eレーシングYHクスコWMスイフト 57:29.1
23 JN3 寺川和紘／石川美代子 四国産直市場BRIG恵歯会HWデミオ 57:50.1

●日程：７月３日（金）～５日（日）　●開催地：北海道洞爺湖町　●ラリー総距離：394.18㎞
●路面：グラベル　●SS総距離：66.74㎞（14本）　●天候：デイ１/ドライ、デイ２/ドライ　●ポイント係数：1.2

2015年リザルト

良質な林道を擁する人気のグラベルイベント

2016 ARK ラリー洞爺 Supported by Sammy
http://www.team-ark.jp

地元の
名物

洞爺湖土産として人気を集めているのが、
「わかさいも」。「芋を一切使わずに焼き芋
のようなお菓子を作りたい」と、創業者が
1930年に生み出したこの銘菓は、北海道

では知らない人がいない有名なお菓子です。
原料は、地元で獲れる大福豆と昆布。北海
道の恵みを凝縮した銘菓は、長い歴史とと
もに多くの人に愛されてきた逸品です。

“若狭”でも“芋”でもない
洞爺湖名物わかさいも

ヘッドクオーターとサービスパ
ークが設置される洞爺湖文化セ
ンターからギャラリーステージ
までは徒歩で移動可能となって
います。洞爺湖温泉街にも徒歩
５分という、観戦には絶好の立
地です。クルマの場合は、道央自動車道虻田洞爺湖ICを降
りて、国道230号線を洞爺湖方面へ向かって湖畔を右折する
とすぐ。電車の場合はJR洞爺駅からタクシーで約10分です。

アクセス情報

北 海 道

R o u n d

洞爺湖町

北海道

5 ７月１日（金）～３日（日）  北海道洞爺湖町
●総距離：約350㎞ 　●SS路面：グラベル　●主催団体：アーク・オートクラブ・オブ・スポーツ（TEAM ARK）
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　かつて、全日本ラリーのなかでも高い人気を誇
った「モントレー」が、2012年に群馬県渋川市
を拠点として９年ぶりに復活。2014年からは日
本のモータースポーツ発祥の地と言われる嬬恋村
に拠点を移し、今年で３年目を迎えます。
　残暑が厳しい８月の下旬に開催されるラリーで
すが、開催地の嬬恋村は夏でも涼しい高原の避暑
地としても有名。爽やかな気候のなか、観光道路
の嬬恋パノラマラインや２車線道路の県道の一部

を封鎖して行われるラリーは、全日本ラリーのな
かで最もSSの平均スピードが高いラリーとして、
チャレンジングなドライバーの心を刺激します。
　今年は、安全対策として高速ステージの速度を
抑制する設定を予定していますが、それでも群を
抜く高速バトルは、ギャラリーにとっても見応え
タップリの戦いが展開されることでしょう。ギャ
ラリーステージは、林道ステージのほかに、観戦
しやすい特設ステージも設定しています。

2015年ウイナー
総合順位 クラス ドライバー／コ・ドライバー マシン タイム
１ JN6 新井敏弘／田中直哉 フジスバルアライモータースポーツWRX 45:23.9
９ JN5 天野智之／井上裕紀子 豊田自動織機・ラックDLヴィッツGRMN 48:12.5
12 JN4 横尾芳則／渡邉晴子 諏訪姫PLUMレーシングBS86 48:41.3
26 JN3 岡田孝一／大久保叡 キーストーンナビゲーターDLデミオ 48:41.3
28 JN2 須藤浩志／新井正和 スマッシュBRIGコマツスイフト 52:42.7

●日程：８月28日（金）～30日（日）　●開催地：群馬県嬬恋村　●ラリー総距離：286.589㎞
●路面：ターマック（一部グラベル）　●SS総距離：66.74㎞（14本）　●天候：デイ１/ウエット、デイ２/ウエット
●ポイント係数：1.0

2015年リザルト

全日本ラリー随一のハイスピード・ターマックステージ

モントレー2016 in 嬬恋
http://www.rally-montre.com

地元の
名物

夏から秋にかけて出荷される嬬恋村の高原
キャベツは、この時期の売り上げが全国の
総出荷量の半分を占め、名実ともに日本一
の生産量を誇ります。浅間山を背景に広が

るキャベツ畑は圧巻。ラリー開催中はギャ
ラリー向けに獲りたてのキャベツが無料配
布（先着順）され、なにも付けずに食べて
もその甘みに驚くことでしょう。

日本一の生産量と味
嬬恋高原キャベツ

ヘッドクオーター、ギャラリー
ステージ、宿泊施設も兼ねるパ
ルコール嬬恋リゾートホテルは、
上信越自動車道の碓氷軽井沢
ICからは鬼押ハイウェイを経
由して約80分、上田菅平ICか
らは国道144号線を経由して約60分。電車の場合は軽井沢駅
からクルマで約40分。パルコール嬬恋リゾートホテルから
浅間サーキットまではクルマで約40分となっています。

アクセス情報

群 馬 県

R o u n d

嬬恋村
群馬県

6 ８月26日（金）～28日（日）  群馬県嬬恋村
●総距離：380㎞　●SS路面：ターマック（一部グラベル）　●主催団体：上州オートクラブ（JAC）
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　FIAアジア・パシフィックラリー選手権（APRC）
と併催して開催されるラリー北海道は、格式、規
模、SS総距離ともに国内最大級を誇るスケール
の大きなラリーです。WRCラリージャパンで使
われた十勝平野の山岳路を舞台に、２日間で競わ
れるラリーのSS総距離は約230km。１本のSSが
約30kmというロングステージもあり、さらにSS
の平均スピードも100km/hを超えるハイスピー
ドステージが用意されるなど、まさに海外ラリー

を彷彿させるステージが連続します。速さはもち
ろん、最後まで走り切る忍耐力と強さ、そしてト
ラブルを克服するチーム力という総合力が問われ
るラリーでもあります。今年も、ラリーの拠点と
なる帯広市郊外の北愛国交流広場に設定された特
設ステージのほか、ダイナミックな走りを観戦で
きる林道SSを用意。全日本では見ることができ
ない、APRCを走るグループR5マシンの走りを
観戦できるのも、魅力のひとつとなっています。

2015年ウイナー
総合順位 クラス ドライバー／コ・ドライバー マシン タイム
１ JN6 奴田原文雄／佐藤忠宜 ADVAN-PIAAランサー 2:04:53.4
７ JN5 関根正人／竹下紀子 GセキネンDL WM MOTUL ミラージュ 2:23:06.7
11 JN3 岡田孝一／鶴田邦彦 キーストーンナビゲーターDLデミオ 2:33:42.1
13 JN2 阿部敬珠／阿部祥吾 ISMFカーショップHIROスイフト 2:44:15.8

●日程：９月18日（金）～20日（日）　●開催地：北海道十勝地方　●ラリー総距離：741.66㎞　●路面：グラベル
●SS総距離：189.82㎞（17本）　●天候：デイ１/ウエット、デイ２/ドライ　●ポイント係数：2.0

2015年リザルト

タイトルの行方を占う国内最大スケールのラリー

ラリー北海道 2016
http://www.rally-hokkaido.com/jp/

北 海 道

R o u n d

地元の
名物

大自然に恵まれた広大で肥沃な十勝平野は、
農業や酪農が盛んなために、食材の宝庫と
して知られています。その食材が一斉に集
まるのが、北愛国交流広場で開催される「北

海道・食の祭典」。北海道名物のザンギや
フレンチドックなどの軽食から、道内の食
材をふんだんに使ったカレーや豚丼など、
あらゆる北海道の食文化が集結します。

ラリー会場で北海道を
満喫できる「食の祭典」

サービスパークやSSSが設定
される北愛国交流広場は、札内
川にかかる愛国大橋の河川敷。
会場では北海道・食の祭典など
様々なイベントが催されます。
帯広駅からはクルマで約20分
程度。土曜日にギャラリーステージが設定されている陸別サ
ーキットへは、帯広駅から道東自動車道の本別JCTで降り、
国道245号線で約120分となっています。

アクセス情報

帯広市

北海道

7 ９月23日（金）～25日（日）  北海道十勝地方
●総距離：約1000㎞　●SS路面：グラベル　●主催団体：A.G.メンバーズスポーツクラブ北海道（A.G.MSC 北海道）
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今年で44回目の開催を迎えるラリーハイランド
マスターズは、全日本ラリーのなかで最も長い歴
史を誇る伝統の１戦です。かつてはラフロードを
昼夜問わずひた走るラリーのスタイルから「カー
ブレイクラリー」と呼ばれていましたが、2008
年以降はターマックラリーとして開催され、耐久
性よりも速さが重視したスプリントラリーへと変
貌を遂げました。ラリーの拠点は、岐阜県高山市
郊外の道の駅・モンデウス飛騨位山。そこから集

落を挟み東側に位置する舟山スノーリゾートアル
コピアでは、大きな駐車場に設定された特設ステ
ージを観戦することができます。また、今年は全
日本ラリー選手権としての競技性だけではなく、
観戦者向けのラリーパークなど、PR面でも充実
を図り、多くの観客を集う計画も行う予定です。
SS総距離を約90kmに延長する予定もあり、0.1
秒を争うスリリングな展開とともに、マシンやタ
イヤの耐久性も重要なポイントとなりそうです。

2015年ウイナー
総合順位 クラス ドライバー／コ・ドライバー マシン タイム
１ JN6 新井敏弘／田中直哉 フジスバルアライモータースポーツWRX 1:05:41.5
７ JN4 横尾芳則／渡邉晴子 諏訪姫PLUMレーシングBS86 1:09:58.1
９ JN5 山口清司／山本磨美 jmsADVANエナペタル久與86 1:10:36.4
20 JN2 鈴木 尚／山岸典将 スマッシュDLitzzコマツスイフト 1:14:09.1
22 JN3 岡田孝一／鶴田邦彦 キーストーンナビゲーターDLデミオ 1:14:15.2

●日程：10月16日（金）～18日（日）　●開催地：岐阜県高山市　●ラリー総距離：301.40㎞　●路面：ターマック
●SS総距離：87.84㎞（12本）　●天候：デイ１/ドライ、デイ２/ドライ　●ポイント係数：1.0

2015年リザルト

紅葉に染まる飛騨高山の山々を走る伝統の1戦

第44回M.C.S.C.ラリー ハイランドマスターズ2016
http://mcsc-rally.com

岐 阜 県

R o u n d

地元の
名物

「飛騨の小京都」と呼ばれる高山市は、国
選定重要伝統的建造物群保存地域に指定さ
れ、海外からも多くの観光客が訪れる観光
スポット。名物も多く、北アルプスの自然

が育んだ飛騨牛、赤かぶら、鶏ちゃん、朴
葉味噌、宿難（すくなか）かぼちゃなど、
ここでしか食べられない特産品がいっぱい。
極上グルメをぜひ堪能してください。

飛騨牛から朴葉みそまで
極上グルメの宝庫

高山市までのアクセスは、東京
からは中央道～国道158号線
（途中に安房峠道路）経由で約
５時間。名古屋市内からは名古
屋高速～名神高速～東海北陸道
～国道41号線経由で約150分ほ
ど。ギャラリーステージのひだ舟山スノーリゾートアルコピ
ア／サービスパークのあるモンデウス飛騨位山は、高山市内
からクルマで40分程度の場所に位置しています。

アクセス情報
高山市

岐阜県

8 10月14日（金）～16日（日）  岐阜県高山市
●総距離：約300㎞　●SS路面：ターマック　●主催団体：松本カースポーツクラブ（M.C.S.C）
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　シリーズを締めくくる最終戦は、愛知県の新城
市が舞台となります。愛知県や新城市の支援をは
じめ、自動車メーカーやグループ企業のラリーに
対する理解と協力の輪が広がり、新城総合公園を
拠点とするラリーは、今では愛知県を代表するモ
ータースポーツイベントとして広く認知されてい
ます。イベント内容も充実し、ギャラリーステー
ジでラリー観戦だけではなく、国内外の有名なド
ライバーによるデモランやトークショーなどが催

され、イベントパークには地元企業や自動車関連
メーカーのブースが所狭しと並び、会場を訪れた
観客は一日中モータースポーツと触れ合うことが
できます。また、昨年から設定された鬼久保エリ
アのギャラリーステージは、コテージ前や公園の
中を全開で走る海外ラリーのようなシチュエーシ
ョンが人気です。今年は、SS総距離が100kmを
超える新城ラリー。最終戦にふさわしいバトルが
各クラスで繰り広げられることでしょう。

2015年ウイナー
総合順位 クラス ドライバー／コ・ドライバー マシン タイム
１ JN6 勝田範彦／石田裕一 ラックSTI 名古屋スバル DL WRX 1:13:02.5
７ JN5 勝田貴元／足立さやか TOYOTA GAZOO Racing 86 1:17:40.3
11 JN4 横尾芳則／渡邉晴子 諏訪姫PLUMレーシングBS86 1:18:19.3
24 JN3 岡田孝一／鶴田邦彦 キーストーンナビゲーターDLデミオ 1:22:32.3
27 JN2 須藤浩志／新井正和 スマッシュBRIGコマツスイフト 1:23:04.6
39 JN1 松田保夫／杉原慶彦 SRS-DL-RX8 1:28:34.9

●日程：10月30日（金）～11月１日（日）　●開催地：愛知県新城市　●ラリー総距離：301.40㎞　●路面：ターマック
●SS総距離：96.735㎞（12本）　●天候：デイ１/ドライ、デイ２/ドライ　●ポイント係数：1.0

2015年リザルト

国内最大級を誇る充実したラリーイベントを展開

新城ラリー2016
http://www.shinshiro-rally.jp

愛 知 県

R o u n d

地元の
名物

長篠・設楽ヶ原合戦の史跡として有名な新
城市は、豊かな自然、興味深い歴史、そし
てグルメにあふれた魅力あるエリアです。
次郎柿、里芋の八名丸、鳳来牛など様々な

特産品がありますが、なかでも関谷醸造の
「ほうらいせん」は、地元を代表する銘酒
として愛されており、SSの名称やラリー
ゲートなどにも使われおなじみの存在です。

SSの名称にもなっている
地元の銘酒ほうらいせん

今年３月に新東名高速道路の新
城ICが開通し、クルマでのア
クセスが大幅に改善。名古屋
ICから新城ICまでは約45分、
東京（用賀）からは約２時間
50分で、新城ICから会場の新
城総合公園まではわずか２kmの好立地。電車の場合は、豊
橋駅からJR飯田線で新城駅まで約20分。駅からは例年シャ
トルバスも運行されているので、電車での観戦も便利です。

アクセス情報

新城市

愛知県

9 11月４日（金）～６日（日）  愛知県新城市
●総距離：400㎞　●SS路面：ターマック　●主催団体：モンテカルロ・オート・スポーツ・クラブ（MASC）


