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　2017年の開幕戦、FIA INTERNATIONAL 
RALLY of TSUMAGOIは、今年で11回目を数え
るイベントです。今回初めて全日本ラリー選手権
の１戦として開催されました。コースは夏に行わ
れるモントレーと重複する部分が多いものの、雪
と氷に覆われたステージは路面状況を読み切る力
も問われる難易度の高いラリーです。

　観客エリアは林道SSのほか、駐車場を利用し
たスーパーSS、ラリーの拠点となるホテルグリ
ーンプラザ軽井沢でのSSなど、雪の中のラリー
でありながら見やすさも考慮されています。
　JN6クラスの正式結果はJAFモータースポーツ
審査委員会による審査待ちとなっており、2017
年3月末時点では確定していません。

地元の
名物

ヘッドクオーターの置かれるホテルグ
リーンプラザ軽井沢では嬬恋・浅間高
原ウィンターフェスティバルが開催さ

れており、家族で楽しめるアクティビ
ティのほか、花火の打ち上げやアイス
バー、ライブステージなども実施され

ます。ウインタースポーツのメッカで
もあるので、スキーとラリー観戦が両
立できるのもこのラリーならではです。

ラリー観戦とともに
スキーも楽しめる

2017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

- JN5 能戸知徳／田中一弘 TEAM JAOS PEUGEOT 1:24:49.0
- JN3 天野智之／井上裕紀子 豊田自動織機・DL・ヴィッツRS 1:17:50.3
- JN2 猪股寿洋／大野靖春 WAKOS☆PIAA☆BRIG☆YH86 1:24:51.0
- JN1 三苫和義／小林剛 0Side1DLTGレイズWMフィット3 1:35:29.3

2017年概要

シーズン唯一のウインターイベントは対応力がポイント

Rally of Tsumagoi
http://www.n-mosco.com/biccrally/

群馬県

1
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ヘッドクオーターはホテルグリー
ンプラザ軽井沢に設置されます。
上信越自動車道の碓氷軽井沢イン
ターチェンジからは鬼押ハイウェ
イを経由して約55分、上田菅平
ICからは国道144号線を経由して
約50分。観戦エリアはパルコー
ル嬬恋やバラギ湖周辺に設けられ、
ナイトステージはまるで海外ラリ
ーのような雰囲気を楽しめます。

アクセス情報

２月２日（木）〜５日（日） 群馬県嬬恋村

Event Guide 2017

●日程：２月２日（木）～５日（日）　●開催地：群馬県嬬恋村　●ラリー総距離：410.754㎞　●路面：スノー＆アイス
＆ターマック　●SS総距離：86.326㎞　●天候：デイ１、デイ２/スノー＆アイス　●ポイント係数：1.0

●総距離：410㎞　●SS路面：スノー／アイス　●主催団体：AG.メンバーズスポーツクラブ北海道（AG.MSC）、上州オートクラブ（JAC）

嬬恋村
群馬県
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　例年開幕戦として行われていたツール・ド・九
州 in 唐津。市内の唐津神社で行われる交通安全
祈願と、大鳥居を前に行われるセレモニアルスタ
ートは同ラリーの名物イベントとなっています。
今年はコースの大幅な変更が発表されていますが、
タイヤの磨耗を考慮した走りを求められるという
点はこれまでと変わりません。シリーズのなかで

も最もタイヤに厳しいラリーと言われています。
　観戦エリアは土曜日には「日本の滝100選の見
返りの滝」周辺、日曜日は「唐津焼発祥の窯跡」
周辺を観戦エリアとする予定としています。SS
の合間には窯跡ガイド等の実施も検討。サービス
やイベント会場、フィニッシュセレモニーなどは
唐津フェリーターミナル付近で行われる予定です。

地元の
名物

玄界灘を望む唐津市は、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。そのほかにも佐賀牛や唐津

焼など名物はたくさん。リエゾン区間
には唐津城などの観光名所も点在し、
観光と観戦を合わせて楽しめます。

呼子のイカや佐賀牛、
唐津焼などもチェック！

2016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   58:25.6
8 JN4 石川昌平／石川恭啓 ARTAオートバックス86 1:01:02.7 
13 JN5 眞貝知志／安藤裕一 ABARTH500RallyR3T DL 1:02:21.4
15 JN2 小濱勇希／馬場雄一 YHフェイスクラフト BRZ 1:02:47.0 
16 JN3 天野智之／井上裕紀子 豊田自動繊機・DL・ヴィッツRS 1:02:54.8 
25 JN1 三苫和義／弘間和広 0Side1DLトップギアWMフィット 1:04:49.1

2016年概要

タイヤに厳しいターマックラリー。コースの多くを刷新

ツール・ド・九州2017 in 唐津 Supported by Sammy
http://ww21.tiki.ne.jp/~gravel-msc/

佐賀県

2
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イベント会場／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

４月７日（金）〜９日（日） 佐賀県唐津市

●日程：４月８日（金）～10日（日）　●開催地：佐賀県唐津市　●ラリー総距離：323.25㎞　●路面：ターマック　
●SS総距離：69.23㎞　●天候：デイ１/ドライ、デイ２/ドライ　●ポイント係数：1.0

●総距離：415㎞　●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）

愛媛県

唐津市

佐賀県
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Event Guide 2017

　松山市内から約90分ほどのところにある美川
スポーツランド（美川スキー場跡地）を拠点とす
る久万高原ラリーは、サービス会場を含め、ほと
んどのSSが雲海を見下ろす1000m級の高地に設
定されているため、別名「天空のバトル」とも言
われるラリーです。特に、四国カルスト台地を眺
望できる大川嶺は、名物SSとして人気を集めて

います。高地のため空気が薄く、エンジンパワー
に大きな影響を与えるラリーですが、今年も
20km以上のSSが設定されており、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。
 今年は土曜日の朝に久万高原町役場、日曜日の
朝に美川スポーツランドでそれぞれセレモニアル
スタートが開催予定となっています。

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。そのほ
か美川茶、おこう饅頭なども人気の品

となっています。また、古岩屋寺・大
宝寺（四国八十八ヶ寺）などのたたず
まいや石鎚山の威容なども必見です。

高原野菜やお茶のほか
古刹なども見どころ

2016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 2:08:22.0
6 JN4 山口清司／島津雅彦 jmsADVANエナペタル久輿86 2:16:06.9 
9 JN3 天野智之／井上裕紀子 豊田自動繊機・DL・ヴィッツRS 2:19:25.4 
10 JN1 鈴木尚／鈴木裕 スマッシュ DL itzzコマツスイフト 2:20:33.4
11 JN5 大倉聡／豊田耕司 TGR Vitz GRMN Turbo 2:20:40.2

2016年概要

久万高原町役場からのセレモニアルスタートを実施予定

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

愛媛県
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ヘッドクオーターやサービスパー
ク、ギャラリーSSが集約される
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、美川スポ
ーツランドまで10km弱あるため、
レンタカーなどでの移動が基本。
道中ではラリーカーともすれ違う
ことがあるため注意が必要。

アクセス情報

４月28日（金）〜30日（日） 愛媛県久万高原町

●日程：４月29日（金）～５月１日（日）　●開催地：愛媛県久万高原町　●ラリー総距離：309.98㎞　●路面：ターマ
ック　●SS総距離：158.15㎞　●天候：デイ１/ドライ、デイ２/ドライ　●ポイント係数：1.5

●総距離：254.16㎞　●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（DCR）

久万高原町
愛媛県



27

　2015年から新たに全日本選手権に組み込まれ
た若狭ラリーは、若狭湾を望むリゾート施設うみ
んぴあ大飯を拠点として内陸の山岳地帯を戦いの
舞台とするターマックイベントです。若狭湾は日
本海側としては珍しいリアス式海岸として知られ
ており、風光明媚な地形は観光名所としてもおな
じみとなっています。

　使用するSSはほかのラリーと比べて道幅が狭く、
テクニカルなコースが多いことが特徴です。難し
い路面に対応できるかどうかが勝敗を分けるポイ
ントになると予想されます。
　また、今年のギャラリーステージは2015年に
使用された、おおい町総合運動公園 プレーパー
ク大飯で開催される予定です。

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。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。
旬の時期は３～12月。塩漬けの鯖を
糠漬けにした「へしこ」も名産です。

鯖に代表される
海産物が魅力的

2016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 1:04:05.1
6 JN4 横嶋良／木村裕介 AQTEC-ZEUS RALLYTEAM BRZ 1:07:55.6 
10 JN5 柳澤宏至／加勢直穀 YHクスコラリープラス208R2 1:08:48.1
15 JN2 小濱勇希／馬場雄一 YHフェイスクラフト BRZ 1:09:44.9 
16 JN3 天野智之／井上裕紀子 豊田自動繊機・DL・ヴィッツRS 1:09:51:3 
23 JN1 鈴木尚／鈴木裕 スマッシュ DL itzzコマツスイフト 1:11:03.1

2016年概要

ドライバーの技量が試されるテクニカルステージ

若狭ラリー2017
http://wakasarally.com/

福井県

4
Round

サービスパークはおおい町のリゾ
ート施設うみんぴあ大飯に隣接。
ギャラリーステージが行われるお
おい町総合運動公園プレーパーク
大飯は、サービスから約２kmほど。
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。電車は最寄りの若
狭本郷駅から約1.6km。タクシー
で約４分ほどとなっています。

アクセス情報

５月19日（金）〜21日（日） 福井県おおい町

●日程：５月20日（金）～22日（日）　●開催地：福井県おおい町　●ラリー総距離：419.12㎞　●路面：ターマック
●SS総距離：79.20㎞　●天候：デイ１/ドライ、デイ２/ドライ　●ポイント係数：1.0

●総距離：456㎞　●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

愛媛県

おおい町

福井県
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　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、2017年で４年目を迎えるモ
ントレーは、時期を例年の８月から６月に早めて
開催されます。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SSとして使用しており、
全日本ラリー選手権のなかでも最もSS平均スピ
ードが高いラリーと言えるでしょう。ここ数年は

雨に見舞われることも多く、刻一刻と変化するコ
ンディションへの対応力が要求されます。
　今大会では嬬恋村に隣接する長野県須坂市の林
道を使ったSSも計画されているほか、サービス
パークやイベント会場が設置されるパルコールつ
ま恋から徒歩でアクセスできる林道SSや特設SS
も実施される予定です。

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、どこまでも広がるキャ
ベツ畑は圧巻のひと言。また、近隣に

は万座温泉や鹿沢温泉といった人気の
温泉地もあり、ラリー観戦の行き帰り
に訪れる方も多くいます。

名産の高原キャベツと
温泉は外せない

2016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 富士スバルアライモータースポーツWRX 41:31.8
8 JN5 眞貝知志／漆戸あゆみ ABARTH500RallyR3T DL 43:39.9
13 JN4 石川昌平／石川恭啓 ARTAオートバックス86 44:40.3 
16 JN2 山本悠太／内田園美 SammyルブロスK-oneYH86 45:04.1
27 JN3 Aki HATANO／鷹巣恵鈴 HAL SPRINGS RX-8 47:02.7 
31 JN1 須藤浩志／新井正和 スマッシュBRIGコマツYHスイフト 47:47.4

2016年概要

今年は開催時期が６月に。長野県須坂市でのSSも実施予定

モントレー2017 in 嬬恋
http://www.rally-montre.com/

群馬県
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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
ールつま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分ほどの道
のりです。電車＋レンタカーの場
合は、軽井沢駅からクルマで約
40分となっています。

アクセス情報

６月８日（木）〜11日（日） 群馬県嬬恋村

Event Guide 2017

●日程：８月26日（金）～28日（日）　●開催地：群馬県嬬恋村　●ラリー総距離：317.644㎞　●路面：ターマック
●SS総距離：68.775㎞　●天候：デイ１/ウエット、デイ２/ハーフウエット　●ポイント係数：1.0

●総距離：360㎞　●SS路面：ターマック　●主催団体：AG.メンバーズスポーツクラブ北海道（AG.MSC）、上州オートクラブ（JAC）

嬬恋村
群馬県
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　北海道有数の観光地、洞爺湖周辺のグラベル林
道を舞台とするラリー洞爺は、今シーズン２戦し
かないグラベルラリーのうちのひとつです。ほか
のラリーにはない川渡りステージなど、変化に富
んだコースが大きな特徴であり、今大会ではさら
に新たなコースが追加される予定となっています。
路面コンディションは比較的安定しており、選手

からは走りやすいと好評を博しています。
　例年、観戦エリアは特設SSのほか、林道SSに
も設定。サービスパークやイベント会場は洞爺湖
文化センターに設定される予定です。観客にとっ
ても、洞爺湖温泉街、有珠山、昭和新山、羊蹄山
などの観光スポットからも近く、ラリーと観光を
一度に楽しめると人気の高いイベントです。

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、地元で獲れる大福豆と昆布を原
料としたお菓子です。また、地元で獲

れる海産物や野菜も名物です。風光明
媚な洞爺湖を眼下に見下ろす温泉も、
疲れた身体を癒してくれると好評。

ラリー観戦のあとは
洞爺湖温泉でひと休み

2016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   52:17.4
10 JN5 柳澤宏至／中原祥雅 YHクスコラリープラス208 R2   57:31.1
11 JN4 曽根崇仁／桝谷知彦 P.MU☆DL☆SPM☆INGING86   58:49.5
14 JN3 天野智之／井上裕紀子 豊田自動繊機・DL・ヴィッツRS   59:05.4
20 JN1 須藤浩志／新井正和 スマッシュBRIGコマツYHスイフト 1:00:42.7

2016年概要

変化に富んだコースが特徴。観戦にも観光にも適したラリー

2017 ARKラリー洞爺
http://www.team-ark.jp/

北海道
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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
ーは、洞爺湖温泉街にも徒歩５分
という観戦には絶好の立地となっ
ています。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

６月30日（金）〜７月２日（日） 北海道洞爺湖町

●日程：７月１日（金）～３日（日）　●開催地：北海道洞爺湖町　●ラリー総距離：376.25㎞　●路面：グラベル
●SS総距離：64.54㎞　●天候：デイ1/ドライ・ウエット、デイ2/ウエット　●ポイント係数：1.2

●総距離：360㎞　●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）

洞爺湖町

北海道
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　FIAアジア・パシフィックラリー選手権（APRC）
と併催されるラリー北海道は、WRCラリージャ
パンで使われた十勝平野を舞台として開催される
グラベルラリーです。開催規模、SS総距離とも
スケールの大きさは国内最大級。SSの距離が長
いためポイント係数が高く、例年選手権争いの天
王山となるイベントです。

　今年もラリーの拠点は帯広市郊外の北愛国交流
広場。陸別オフロードサーキットなどの特設ステ
ージのほか、ダイナミックな走りを観戦できる林
道SS数カ所が観戦エリアとして用意される予定
となっています。観戦エリアも広範囲にわたって
おり、ラリーを追いかける醍醐味を味わえるのも
大きな魅力のひとつとなっています。

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で、食材の宝庫
として知られています。地元の原料で

作られたスイーツ、帯広の豚丼、本別
の豆、陸別の鹿肉、足寄のラワンブキ、
音更のナタネ油、池田のワインなど、

挙げればキリがないほど。北海道らし
いロケーションが感じられる地域であ
り、観光スポットも多数です。

秋の北海道で
十勝平野の恵みを味わう

2016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 富士スバルアライモータースポーツWRX 1:38:58.1
4 JN5 柳澤宏至／中原祥雄 YHクスコラリープラス208R2 1:48:16.9
6 JN4 小倉雅俊／平山真里 DLデューポイントブーン 1:52:19.6 
8 JN3 天野智之／井上裕紀子 豊田自動繊機・DL・ヴィッツRS 1:53:27.1 
12 JN1 高篠孝介／廣嶋真 YH・WM・KYB マクゼススイフト 2:01:32.6
17 JN2 明治慎太郎／谷内壽隆 YHGd高崎くす子86 2:09:15.3

2016年概要

国内最大のスケール。ラリーの醍醐味を味わえる

RALLY HOKKAIDO
http://www.rally-hokkaido.com/

北海道

Round

北愛国交流広場は、帯広駅からク
ルマで約20分程度の札内川河川
敷です。土曜日に観戦エリアが設
定されている陸別サーキットへは、
道東自動車道の足寄出口で降り、
約40分。ヘッドクオーターは明
治北海道十勝オーバル管理棟に設
置されており、帯広・広尾自動車
道の芽室帯広ICおよび帯広川西
ICから約15分の距離です。

アクセス情報

９月15日（金）〜17日（日） 北海道帯広市

●日程：9月23日（金）～25日（日）　●開催地：北海道十勝地方　●ラリー総距離：751.46㎞　●路面：グラベル
●SS総距離：157.70㎞　●天候：デイ１/ハーフウエット、デイ２/ドライ　●ポイント係数：2.0

●総距離：1000㎞　●SS路面：ターマック　●主催団体：AG.メンバーズスポーツクラブ北海道（AG.MSC北海道）

帯広市

北海道
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　飛騨高山の林道を舞台として開催されるラリー
ハイランドマスターズは、今年で45回目の開催
を迎える伝統の一戦です。2008年からターマッ
クラリーとして開催されるまではラフロードを舞
台とする「カーブレイクラリー」と呼ばれていま
した。拠点となるのは岐阜県高山市郊外の道の駅
・モンデウス飛騨位山。林道ステージの道幅は狭

く、中低速コーナー主体の設定となっています。
　様々なバリエーションのSSがあるにもかかわ
らず僅差のバトルが展開されることも特徴のひと
つ。今大会ではSS総距離を110㎞に延長する計
画があり、シーズン終盤のポイント争いに外せな
い戦いとなりそうです。ギャラリーステージは土
日ともに設けられる予定となっています。

地元の
名物

高山市の中心市街地には江戸時代以来
の城下町・商家町の姿が保全されてお
り、その景観から「飛騨の小京都」と

呼ばれています。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。

北アルプスの自然が育んだ飛騨牛、朴
葉味噌、高山ラーメン、赤かぶなど、
ここでしか食べられない特産品も。

高山ならではの食材と
江戸の情緒を残す街

2016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 鎌田卓麻／市野諮 SYMS TEIN DL WRX STI 1:05:00.4
5 JN5 新井大輝／小坂典嵩 MATEX-ZEUS KYBDL DS3 1:06:52.4
11 JN4 石川昌平／石川恭啓 ARTAオートバックス86 1:09:20.8 
12 JN2 小濱勇希／馬場雄一 YHフェイスクラフト BRZ 1:09:54.2 
18 JN3 天野智之／井上裕紀子 豊田自動繊機・DL・ヴィッツRS 1:11:31.5
20 JN1 鈴木尚／鈴木裕 スマッシュ DL itzzコマツスイフト 1:12:18.1

2016年概要

長い歴史を持つ一戦。僅差のバトルが大きな見どころ

第45回M.C.S.C.ラリーハイランドマスターズ2017
http://mcsc-rally.com/

岐阜県

Round

高山市までのアクセスは、中央道
松本IC～国道158号線経由で約2
時間。または東海北陸自動車道の
高山出口から約30分ほどです。
ギャラリーステージの設けられる
ひだ舟山スノーリゾートアルコピ
ア、および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

10月13日（金）〜15日（日） 岐阜県高山市

●日程：10月14日（金）～16日（日）　●開催地：岐阜県高山市　●ラリー総距離：375.81㎞　●路面：ターマック
●SS総距離：88.14㎞　●天候：デイ１/ドライ、デイ２/ドライ　●ポイント係数：1.0

●総距離：380㎞　●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）

高山市

岐阜県
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　シリーズを締めくくる最終戦は、愛知県東部の
県営新城総合公園を拠点として、近隣のワインデ
ィングロードを舞台に争われるターマックラリー。
愛知県が認定する「名古屋ウィメンズマラソン」
と並ぶ、２大スポーツイベントのひとつとして定
着しています。様々なキャラクターのコースをも
つことが特徴で、幅広いスピードレンジに合わせ

たセッティングを見出すことが好タイムを獲得す
るカギと言えます。
　観戦エリアは新城総合公園のラリーパーク内を
走行するSSのほか、メイン会場から約40km離れ
た鬼久保ふれあい広場に「鬼久保サテライト会場」
を設置し、本格SSが観戦できるような工夫もさ
れています。

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。

イベント会場には
数多くの出店も登場

2016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 1:23:11.5
3 JN5 新井大輝／小坂典嵩 MATEX-ZEUS KYBDL DS3 1:25:17.6
7 JN2 小濱勇希／馬場雄一 YHフェイスクラフト BRZ 1:27:39.9 
11 JN4 石川昌平／石川恭啓 ARTAオートバックス86 1:29:00.9 
18 JN3 天野智之／井上裕紀子 豊田自動繊機・DL・ヴィッツRS 1:29:55.6
20 JN1 鈴木尚／山岸典将 スマッシュ DL itzzコマツスイフト 1:30:30.0

2016年概要

５万人以上の観客が観戦に訪れる一大イベント

新城ラリー2017
http://www.shinshiro-rally.jp/

愛知県

9
Round

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
した新城ラリー。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という好立地。ただし
公園に駐車場は設けられず、観戦
者用駐車場からシャトルバスを使
ってのアクセスとなることに注意。

アクセス情報

11月３日（金）〜５日（日） 愛知県新城市

●日程：11月４日（金）～６日（日）　●開催地：愛知県新城市　●ラリー総距離：410.401㎞　●路面：ターマック
●SS総距離：106.941㎞　●天候：デイ１/ドライ、デイ２/ドライ　●ポイント係数：1.2

●総距離：350㎞　●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）

Event Guide 2017
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各主催者ホームページ
北海道 http://jmrc-h-rally.sblo.jp/
東日本（関東＆東北） http://jmrc-nagano.org/ejrc/
中部 http://www.jmrc-chubu.jp/rally/
近畿 http://rally2016.webcrow.jp
中国 http://www.jmrc-chugoku.org
四国 http://www.jmrc-shikoku.gr.jp
九州 http://www.jmrc-kyushu.gr.jp/

「JAF地方ラリー選手権」とは?

　JAF地方ラリー選手権は全日本ラリー選手
権参戦への登竜門として、北海道、東日本（東
北＋関東）、中部・近畿、中四国（中国＋四国）、
九州の５つの地域に分けて開催されています。
走行距離やスペシャルステージ総距離は全日
本選手権より短く、参加費も安価になるよう
な工夫が施されています。
　ラリーのルールは全日本と同じく「SSラ
リー方式」または「第２種アベレージラリー
方式」で開催され、車両規則や競技規則など
は、地域ごとの特色や考え方が活かせるよう、
裁量が許されている部分もあります。
　地方選手権のラリーに関する情報は、JAF
に所属する全国各地のモータースポーツを管
轄するJMRC（JAF Motorsports Clubs 
Regional Conference）のウェブサイトか
ら入手できます。

全日本選手権直下のタイトル

各カレンダーの（　）内は総走行距離。※は全日本選手権と併催。

●北海道ラリー選手権  
ラウンド 日程 ラリー名 開催地（距離）
第1戦 1月29日 北海道ブリザードラリー 北海道 （13）
第2戦 2月19日 第31回EZO ENDLESS RALLY 北海道 （11）
第3戦 5月14日 ノースアタックラリー 北海道 （15）
第4戦 6月18日 Super Tarmac PLUS 2017 北海道 （60）
第5戦 7月16日 EZO SUMMER RALLY2017 北海道 （100）
第6戦 ９月２日〜３日 2017ARK Sprint 300 北海道 （150）
第7戦 10月７日〜８日 とかち2017 北海道 （90）

●東日本ラリー選手権  
ラウンド 日程 ラリー名 開催地（距離）
第1戦 １月21日〜22日 御岳SNOW LAND RALLY 2017 長野 （100）
第2戦 ２月２日〜５日 Rally of Tsumagoi※ 群馬 （400）
第3戦 ４月15日〜16日 MSCCラリー in MIKABO 群馬 （200）
第4戦 ５月27日〜28日 南信州ラリー2017in阿南町&天龍村&売木村 長野 （200）
第5戦 ６月17日 第37回どんぐりラリー In きたあきた 秋田 （120）
第6戦 ７月15日〜16日 2017ツール・ド・東北 青森 （130）

第7戦 ９月９日〜10日 第40回りんどうALPEN ATTACK2017　
第34回りんどう美ヶ原高原RALLY2017 長野 （230）

第8戦 ９月30日〜10月１日 横手ラリー2017 秋田（280）
第9戦 10月21日〜22日 第36回八子ヶ峰ラリー2017 長野 （200）

●九州ラリー選手権    
ラウンド 日程 ラリー名 開催地（距離）
第1戦 ３月18日〜19日 MCA CAPRICCIO 2017 福岡（110）
第2戦 ５月13日 ACKスプリングラリー2017 福岡（150）
第3戦 ６月17日〜18日 第29回FMSCマウンテンラリー 2017 佐賀（130）
第4戦 ７月15日〜16日 グラベルマインドラリー2017in唐津￼ 佐賀（180）
第5戦 ９月２日〜３日 第55回ACK・KITナイトラリー 福岡（120）
第6戦 ９月30日〜10月１日 EAST九州2017  大分（150）
第7戦 10月28日〜29日 ひむかラリー2017 宮崎（180）

●中部・近畿ラリー選手権
ラウンド 日程 ラリー名 開催地（距離）
第1戦 ４月22日〜23日 MASCラリーin新城2017 愛知 （150）
第2戦 ５月19日〜21日 若狭ラリー2017 福井 （400）
第3戦 ６月24日〜25日 いなべ福王ラリー2017 三重 ・滋賀  （130）
第4戦 ７月22日〜23日 ANDテクニカルツアー2017 富山 （150）
第5戦 ８月26日〜27日 第53回大阪電通大チャリティーラリー 「丹後半島ラリー2017」 京都 （180）
第6戦 ９月23日〜24日 第38回神大ラリー 兵庫 （150）
第7戦 10月21日〜22日 第33回シロキヤラリーin豊根 愛知 （180）

●中四国ラリー選手権
ラウンド 日程 ラリー名 開催地（距離）
第1戦 ５月27日 つるぎ山アルペンラリー2017 徳島 （150）
第2戦 ７月29日 四国のてっぺんDCRラリー IN 嶺北 高知 （130）
第3戦 ９月23日 MACラリーin久万高原 愛媛 （120）




