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　本年も全日本ラリー選手権が盛大に開催されておりますことを、心よ
りお慶び申し上げます。また、皆様には、日頃より交通安全へのご理解
とご協力をいただき感謝申し上げます。
　ラリーは一般公道を使用して運転技術の粋を競うモータースポーツで
あり、単に速さを競うだけではなく、ルールやマナーの遵守はもとより、
刻々と変化する路面、天候、マシンの状況などを瞬時に判断し、的確な
ドライビングをすることが求められます。こうした要素は、普段の自動
車運転技術にも当然求められてくるものであり、そうした技術を広く普
及、啓発することで交通事故をさらに減らせるものと期待しております。
　また、現代の日本社会において、自動車という交通手段は、人々の移
動や物流には欠かせない存在であり、若年層から中高年、シニア層とい
った老若男女の幅広い世代が日々運転している状況にあります。そんな
中であっても、交通事故の死傷者数が減少傾向にあるのは、皆様を始め、
行政、教育機関、自動車メーカーや警察などが一体となって取り組み続
けた賜物だと思っております。　　
　皆様には、交通事故のさらなる減少に向けて、引き続きモータースポ
ーツを通じて培った運転技術や交通安全意識を広めていっていただけれ
ばと思っております。
　さらに、ラリーを始めとするモータースポーツは、野球やサッカーと
同様に世界的なスポーツであり、多くの若い世代の憧れでもあります。
トップアスリートであるラリーストとの触れ合いが、青少年の健全な成
長に役立つことを期待しています。
　最後になりましたが、2018年の全日本ラリー選手権が無事に成功を
収めるとともに、ラリーというモータースポーツ競技がさらに発展する
よう心より祈念しております。

国務大臣
国家公安委員会委員長
内閣府特命担当大臣（防災）
国土強靭化担当大臣

衆議院議員

小此木八郎
おこのぎ はちろう

全 国 の ラ リ ー フ ァ ン の 皆 様 へ

特 別 寄 稿
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　平素よりジェイアールシーエー（JRCA）の活動にご理解を賜り、厚
く御礼申し上げます。近年、全日本ラリーのギャラリー動員数の増加に
加え、テレビやインターネットといったさまざまな媒体でラリーを目に
する機会も増えてきました。これもひとえに、全日本ラリーの主催者を
はじめ、地元自治体、協賛企業各社、参加選手やチーム、ギャラリーの
方々など、全日本ラリーを取り巻くすべての皆様のご尽力の賜物と思い、
感謝申し上げます。
　JRCAといたしましても、これまで動画配信や速報配信など、プロモ
ーション活動を推進してきた効果が上がったものと思っております。
　来年には、2010年以来となる日本でのWRC開催もささやかれ、ラ
リーという競技の認知度も広がりつつある今、改めてルールの理解や競
技の面白さを、選手のみならず、全ての関係者で共有していかなければ
ならないと感じております。そのため、JRCAでは、昨年、JAF加盟団
体への登録を行いました。これにより、今まで以上に、選手、主催者、
ギャラリーの皆様が協力し合い、ラリー界全体をより良い方向へと進め
ていける活動を展開していけるのではと思っております。
　ラリーに集うすべての方々が、より一層楽しめるような環境作りを
JRCAはこれからも目指してまいります。

J R C A か ら 皆 様 へ

ラリーに集うすべての方々がより楽しめるように
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全日本ラリー選手権とは、JAF（日本自動車連盟）が統括する
国内最高峰のラリーシリーズです。
ラリーは一般道を定められた時間で移動し、
所有許可を得た道路で競技区間のタイムを争う競技。
ここではそんなラリーの基礎知識をご紹介します。

2018年の全日本ラリー選手権レビュー
年間10戦、６クラスで争われる国内最速は誰だ!!

全６クラス区分のご紹介

ようこそ、全日本ラリー選手権へ!

JN6クラスは、国内最高峰クラスとしてハイパワータ
ーボ4WDがしのぎを削るクラスです。具体的には、
WRC参戦時代からライバル対決を繰り広げてきたス
バルWRX STIと三菱ランサーエボリューションによ
る対決は、現在も繰り広げられています。豪快にねじ
伏せるような4WDターボはテクニックが要求され、
ドライバーも国内外で活躍したベテランが中心ですが、
最近では若手も少しずつ活躍してきています。

JN5クラスは、2500ccを越える2WDのRN&RJ車両と、
RR車両が戦っています。2016年はRR車両のプジョー
208R2がチャンピオンを獲得し、2017年はシトロエ
ンDS3 R3-MAX、プジョー208R2、アバルト500ラ
リーR3TといったFIA規定によるR車両をベースとし
たRR車両が活躍しました。また、国内販売されてい
るMINIジョンクーパーワークス、ミニクーパーS、プ
ジョー208GTiをベースとしたRJ車両も活躍しています。

JN4クラスの参戦車両は、1500cc超2500cc以下であ
れば駆動方式を問いません。実際の主力車種は86＆
BRZで、熟成が進んだFRマシンはターマックのみな
らず、グラベルラリーでも参戦が増えています。ダイ
ハツ・ブーンX4やシビック・タイプRといったマシン
も参戦しています。昨シーズンは同じ86＆BRZが中
心のJN2クラスからクラスを移籍する選手もおり、実
力者も揃ってますます目が離せません。

JN3クラスは、1500ccまでの2WDという最も身近な
クルマが戦うクラスです。コンパクトで見切りがよく
軽量なボディは、高いスピードを維持したまま走行で
きることから、ラリーによっては86＆BRZなどの排
気量が大きいマシンをも凌駕するタイムを刻むことも
あります。車種のバラエティも豊かで、ベテランから
ビギナーまで様々なドライバーが集まる、玄人好みの
クラスと言えるでしょう。

JN2クラスは、改造範囲が狭くタイヤの銘柄、使用最
大本数などが少なめに設定されていることから、車両
製作コストやランニングコストが低いRPN車両が中
心のクラスです。主な参戦車両はやはり86＆BRZで
すが、ラリーによってはJN4クラスの86＆BRZを上
まわるタイムでフィニッシュすることもあります。
2016年から86＆BRZの後期型が発売され、ラリーで
の投入も楽しみな状態になってきました。

排気量1600cc以下の2WDのRPN車両と、ハイブリッ
ドや電気自動車などのAE車両が参戦できるのが、こ
のJN1クラスです。JN2クラス同様、製作コストが低
いため、2016年は多数の新型車両が登場。スズキ・
アルトワークスや日産マーチNISMO Sといったラリ
ー初参戦のクルマもお目見えしました。排気量が大き
なスイフトスポーツに多様なマシンが挑むという下克
上の構図は、今年も引き続き見ることができそうです。

名実ともに国内ラリーの最高峰
WRX STIとランエボの戦いは健在

ポテンシャルの高いラリーRR車両に
ターボ2WD車両が挑む

86＆BRZを中心として
グラベルもターマックも戦う

最も街乗りに近いクルマながら
クラスを超えたスピードを秘める

改造範囲やタイヤの規制が大きい
入門者向けクラスに実力者が集結

1600ccコンパクトスポーツが活躍
ハイブリッドやEVの参戦にも期待

JN6 JN5 JN4 JN3 JN2 JN1
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車両の修復やセッティング変更を行う場
所がサービスパークです。大きくダメー
ジを受けた車両をみるみるうちに修復し
ていく熟練メカニックの手際はまさに“プ
ロの仕事”。基本的には見学可能ですが、
勝負の場ですので、周囲には気をつけて。

サービスパーク4
全日本ラリー選手権では、１台ごとの出
走間隔は特別規則書に明記されない限り、
１分ごととされています。特別なことが
ない限り、スタート合図を出されてから
20秒以内にスタートできなければ、失
格となる場合もあります。

スタート
スペシャルステージ（SS）は全開のタ
イムアタック区間です。ドライバーたち
が技量の限りを尽くして駆け抜ける様は
迫力満点。ステージのタイムはスタート
地点とフィニッシュ地点に設置された光
電管で、10分の1秒まで計測されます。

スペシャルステージ2
ラリー競技ではSSの走行時間以外のあ
らゆる行動が選手ごとに分単位で指定さ
れています。それをチェックするのが様
々な場所に設置されたタイムコントロー
ル（TC）です。選手はすべてのTCを必
ず通過しなければなりません。

タイムコントロール3

“マシンの整備等が禁止されている場所”
ですが、ほとんどの場合は１日の競技終
了後でラリーカーを保管しておく場所を
意味します。また、競技進行の時間調整、
車列調整のために設けられる場合もあり
ます。この時間調整は“リグループ”と
呼ばれています。

パルクフェルメ5
SSとSSをつなぐ区間はリエゾン（ロー
ドセクション）と呼ばれ、ラリーカーは
一般車と一緒に交通法規を守って移動し
なければなりません。自分のクルマで観
戦している場合には、ラリーカーとすれ
違ったりすることも。一般道とはいえ競
技中ですので応援にも気をつけましょう。

リエゾン6
ラリー競技全体を運営・管理する本部が
ヘッドクオーター（HQ）です。ラリー会
場近隣のホテルや公共施設などに設置さ
れることが多く、ギャラリーステージの
受付や、報道関係者の仕事場であるメデ
ィアセンターや記者会見場、様々な通達
やリザルトが掲示される場所でもあります。

ヘッドクオーター7

　ラリーは基本的に、一般公道を使用して開催され
ます。そのため、様々な設備や場所などが、開催地
周辺にラリー期間中だけ設置されます。
　ラリーの競技区間である「スペシャルステージ」は、
スタートとフィニッシュはもちろん、途中の走行状
況や緊急時の対応、競技中に関係者以外が入らない

　また、主催者やラリーに関係する企業、地元の飲
食店などが集まる「ラリーパーク」が置かれるラリ
ーもあります。地元自治体が実施する祭りなどと連
携するなど、地域の協力を得ることでラリーは開催
されているのです。

ようにするオフィシャルと呼ばれる人員が配置され、
ラリー期間中常に管理されています。ラリーカーの
整備などを行う「サービスパーク」、大会事務局が
置かれる「ヘッドクオーター」、車両を一時的に保
管するための「パルクフェルメ」などは、開催地周
辺の施設や駐車場などに設置されます。

ラリーに限らず、モータースポーツ観戦
には危険がともないます。主催者の指示
に従い、危険な場所には近づかないよう
にしましょう。また、指定された観戦エ
リア内であってもコースアウトやクラッ
シュの可能性もあります。走行中はなる
べくコースに背を向けずに、いつでも逃
げられる態勢でいることが必要です。

モータースポーツには
危険がともないます!!

 ラリーの流れはどんな感じ?4

1

「ラリー」をひと言で言うと、公道を封鎖した複
数の競技区間＝スペシャルステージ（SS）を１台
ずつタイムアタックし、その合計タイムで勝敗を
競うモータースポーツです。SSとSSの間は一般の
道路を使用する「リエゾン」と呼ばれ、法定速度
で一般車両と一緒に走行しつつ、あらかじめ決め
られた時間までに移動していきます。
　全日本ラリー選手権は、基本的に土曜日と日曜
日の２日間を使って行われ（一部金曜日も実施す
るラリーもあります）、約20カ所に及ぶSSを順番
に走行します。ひとつのラリーにおけるSS総走行
距離は50〜200km、ラリー全体での総走行距離は

 ラリーってどんな競技?

　全日本ラリー選手権では、各ラリーのクラス順位に応じて１〜８位ま
でにポイントが与えられ、全10戦を終えた段階で最も得点の高い選手
がチャンピオンとなります。ただし、シリーズ戦数が年間８戦以上の場
合は高得点順に７戦分、７戦以下の場合は全戦が有効となるため、
2018年は最大７戦分がカウントされます。
　得点は１位20点、２位15点、３位12点、４位10点、５位８点、６位
６点、７位４点、８位３点がクラスごとに与えられますが、これにSS
総距離と路面に応じた得点係数がラリーごとに掛けられます。
　さらに、レグごとのクラス１〜３位にはレグ別得点が与えられます。
たとえば優勝に加えて、レグ１のみで１位、レグ２のみで３位の場合、
20点＋３点＋１点＝24点となります。一方、レグ１でリタイアしたも
のの、レグ２で修理して復帰しレグ２のみの順位が２位の場合、０点＋
０点＋２点＝２点となります。選手権ポイントはJAFのモータースポー
ツホームページで公開されます。

クラス別得点（係数早見表）
順位 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
ポイント×1.0 20 15 12 10 8 6 4 3
ポイント×1.2 24 18 14.4 12 9.6 7.2 4.8 3.6
ポイント×1.5 30 22.5 18 15 12 9 6 4.5
ポイント×2.0 40 30 24 20 16 12 8 6

レグ別得点
順位 １位 ２位 ３位
得点 ３点 ２点 １点

※レグポイントは、 クラスごとにドライバー／コ・
ドライバーに上記の点数が与えられる。
レグ別得点には得点係数はかからない。

得点係数
スペシャルステージの距離 ターマック グラベル
50〜100㎞未満 ×1.0 ×1.2
100〜150㎞未満 ×1.2 ×1.5
150㎞以上 ×1.5 ×2.0

※2017年日本ラリー選手権規定第６条３.により、選手
権と して成立した場合は、いずれも係数は0.8となる。

300kmから1000kmとラリーの規模によって様々で
す。この、開催地域によって環境や路面、設定さ
れた走行距離が異なるところも、ラリーならでは
の特徴です。路面には未舗装路（グラベル）や舗
装路（ターマック）、雪や氷の路面（アイス、スノー）
などがあり、マシンセッティングやタイヤ選びも
重要になります。特にグラベルやアイス、スノー
といった場合はサーキットのように一定の路面で
はなく、天候や前走車の走り方によって路面は刻
一刻と変化していくため、ドライバーはそれらを
的確に判断しながら最速タイムを目指します。
　ラリーはサーキットのような周回路と違い異なる

場所を走行します。競技中の安全を確保するため、
ラリーでは「レッキ」と呼ばれる事前試走を各SS
２回ずつ行って、コースの形状や特徴を示す「ペー
スノート」を作り、本番では助手席のコ・ドライバ
ーが読み上げるペースノートを頼りにタイムアタッ
クを行います。
　なお、ラリーに出場するためには、ドライバー
／コ・ドライバーともJAFの競技ライセンス（国
内Ｂライセンス以上）が必要です。国際格式のラ
リーやWRCの場合は、参戦経験を積まなければ取
得できない、国際Ｃライセンス以上が必要となり
ます。

1

 勝敗の決め方は?2

ラリー観戦を
楽しむための 8

　今シーズンの全日本ラリーでは、10戦すべてで観
戦可能なギャラリーステージが設けられています。
観戦できるステージは大きく分けて、山の中などの
公道を閉鎖したステージと、観戦を主な目的として

ギャラリーステージの多くは、観戦のためのスペースが用意さ
れています。レジャーシートや携帯用のイス、日除けグッズな
どを用意すると、より快適に観戦できます。

ラリーのために特別に作られたSSは、観戦スペースも考えられ
ていることが多く、より間近で、迫力のある走りを体感するこ
とができます。

用意された特設ステージがあります。
　公道を閉鎖したステージは、一般のクルマが走行
する場所をハイスピードで駆け抜けていく非日常感
を味わえることから、ラリーならではの迫力を堪能

できます。ただし、観戦場所までの移動や観戦でき
るエリアや駐車場が限られるといった制限もあり、
場合によっては山道を歩く必要があるなど、衣服や
持ち物の準備が必要です。
　一方、特設ステージはラリーパークやヘッドクオ
ーター、サービスパークの近くに設けられることが
多く、ラリー観戦初心者でも観戦しやすいギャラリ
ーステージです。SS距離はそれほど長くなく、ス
タートからフィニッシュまで見ることができるラリ
ーもあります。
　また、SS間を移動する「リエゾン」でも観戦は
可能です。ただし、ラリー期間中であっても移動途
中の道にクルマを停めることは、開催地の住民の方
の生活を邪魔することになり、主催者の頑張りを無
駄にしてしまうことにもなりかねません。交通法規
を守ることはもちろん、地元の方々にもラリーを楽
しんでもらえるように、互いに配慮しながら観戦し
ましょう。

ギャラリーステージ 特設ステージ

 どんなところで観戦できるの?3

の方法
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▼ タイヤ＆ホイール

タイヤは、グラベルラリーでは溝が刻まれ
たラリー専用タイヤが、ターマックラリー
では雨に対応すべく縦溝が刻まれた市販ス
ポーツラジアルタイヤが使用されます。ホ
イールはクラスごとに使用可能な最大サイ
ズが定められています。

▼ 安全装備

すべてのラリーカーには、アクシデントに対応で
きるよう、三角停止板や消火器などを搭載するこ
とが義務づけられています。救急救命講習などが、
ラリーの開催前に行われることもあります。

▼ 駆動系

過酷な条件下で使用されるラリーカーの駆動系に
は大きな負担がかかります。そのため強化クラッ
チや軽量フライホイールへの交換も可能となりま
す。ケースの改造なしに装着できるLSDやクロス
ミッションも利用できます。RR車両は、シーケン
シャルミッションを装着しています。

参加するクラスの車両規定にもよ
りますが、車検の範囲内であれば
車高の調整やウイングの装着も
OK。ただしWRCなどのように、オ
ーバーフェンダーやボディの大幅
な改造は禁止されています。

◀ コクピット
コクピットは、ドア内張の
素材置換、遮音材やリヤシ
ートなど不要な部分の排除
が可能です（RPN車両を除
く）。コ・ドライバー側には
ラリーの進行をサポートす
るラリーコンピュータや、最
近ではその機能を備えたス
マートフォンやタブレット
などを使用する選手も増え
ています。軽量ステアリン
グへの交換のほか、ダッシ
ュボードには防眩加工など、
ラリーカーならではの装備
も追加されています。

◀ エンジン
エンジンの改造は規則によ
り厳しく制限され、エンジ
ンを制御するコンピュータ
についてはノーマル置き換
えタイプであれば交換可能
であったり、交換禁止なク
ラスもあります。WRX STI
やランサーエボリューショ
ンなどのターボ車両は、FIA
規則と同様にパワーを制限
するための吸気リストリク
ターの装着が義務づけられ
ています。またラリーは公
道を走るため、マフラーの
音量規制などもあります。

ブレーキは、グラベル
ラリーとターマックラ
リーで、タイヤとホイ
ールが変更になるので、
ブレーキローターやキ
ャリパーのサイズも変
わります。しばしば左
足ブレーキや激しいブ
レーキングにより、ロ
ーターが真っ赤に焼け
る様子が見られること
もあります。

◀ ブレーキ ◀ サスペンション
サスペンションは、ダ
ンパーやスプリングな
どはある程度自由に選
択できます。ターマッ
クとグラベルでは、車
高や必要なスペックの
違いなどから、まった
く別のセットを使用し
ています。ストリート
向けの車高調ではなく、
競技向けの強靭な製品
が使用されています。

◀ ロールケージ
アクシデントからクル
ーの安全を守るため、
すべてのラリーカーに
はロールケージの装着
が義務づけられていま
す。横転などの際にも
キャビン部分にダメー
ジを受けないようFIA
またはJAFの厳格な規
定に従って作られたも
ので、室内に張り巡ら
された鋼管の総延長は
数10ｍにも及びます。

国内のラリー車両の主な車両規定

RN車両 FIA/JAF公認車両をベースに作られるラリーカー。
FIA公認パーツを利用して性能を高めている。

RJ車両 JAF登録車両をベースに作られるラリーカー。RN車
両と改造範囲は近い、日本独自の車両規定。

RR車両 FIAのグループR公認パーツを組み込んだラリー専
用車両。シーケンシャルシフトなども装備できる。

RPN車両 2006年1月1日以降にJAF登録された車両をベース
としたラリーカー。改造範囲が狭く安価に製作可能。

AE車両 ハイブリッド車や電気自動車などをベースに作られ
るラリーカー。改造範囲はRPN車両に近い。

▼ スペアタイヤ

路面の状況が一定ではないラリーでは、走行中に
パンクしてしまうこともあります。そのため、ラ
リーカーには基本的に２本のスペアが積まれてい
ます。ラリー中にはクルー自ら交換を行います。

　スペシャルステージで0.1秒を争う選手たちのラ
リーカーには、ターマック（舗装路）やグラベル（未
舗装路）などあらゆる路面で速く走るためのチュー
ニングはもちろん、ボディ補強や万が一の際の安全
装備（消火器など）も施されています。
　荒れた路面で全開走行を続けるマシンには大きな
負担がかかります。高速で段差を乗り越えたり、時
には石を踏んだりしてダメージを受けることも少な
くありません。そのため、強靭なサスペンションの
ほか、エンジンやトランスミッションなどを守るア
ンダーガード、そして乗員を守るためのロールケー
ジや多点式シートベルトなどが装備されています。
　ターマックとグラベルの両方に参戦する選手は、

１台で転用する場合、車高やサスペンション、ブレ
ーキなどの交換が必要です。選手権を追っている選
手の場合、専用マシンを使い分けることもあります。

 ラリーカーってどんなクルマ?5

　サーキットレースでは、レースの前にピットなど
で選手と触れ合ったり、サインをもらったり記念撮
影してもらえる時間や、マシンを近くで撮影するこ
とができる時間などが設けられています。それに対
して、ラリーではスペシャルステージに関しては勝
手に中に入ったりできないようになっていますが、
マシンのメンテナンスやセッティング変更を行うサ
ービスパークは基本的にオープンになっているラリ
ーが数多くあります。
　ラリーは、朝にサービスパークからスタートして
午前のスペシャルステージを数回走行し、昼頃にサ
ービスパークに戻ってラリーカーのメンテナンスや
セッティング変更を行いつつ、午後のスペシャルス
テージを走行し、夕方にサービスパークに戻ってメ
ンテナンスを行い１日が終了します。
　このサービスパークにいる時間帯であれば、選手
に声をかけたり、マシンを整備している様子を比較
的自由に見ることが可能です。主催者がサービスパ
ーク内の移動を制限しているラリーもあります。サ
ービスパーク内は頻繁にラリーカーが移動しますの
で、小さなお子さんなどが勝手に移動しないように
配慮したり、道は端を歩くようにするなど、安全に
十分に注意し、ラリーの円滑な進行を妨げないよう
にしてください。
　レースなどと比べると自由でオープンな雰囲気が
あるのもラリーの魅力。お気に入りの選手などを見
つけて、積極的に声をかけてみてください。

　ラリーの会場はどこも広く、お目当ての選手やチー
ムのサービスを見学したり、ラリーカーの迫力のある
走りを見ようと観戦エリアまで移動したりと、長い距
離を歩く必要があります。そのため、服装は歩きに適
したものを選ぶことが必須です。トレッキングシュー
ズや撥水性のある山登り用の服装で臨みましょう。また、
雨が降った時や晴れて紫外線が多く降り注ぐような天
気に対応して、雨具や日焼け止め、サングラスなども
持参しましょう。傘は雨風を防ぐには適切ではないのと、
他の観客の視界を遮ってしまうこともあるので、なる
べく使わない方がベター。携帯できる折りたたみの椅
子もあると便利です。会場によっては飲料や食品を手
に入れるのが難しいところもあるので、事前に用意し
た方がいいでしょう。

全日本ラリーには、ラリー開催前に選手やマシンと触れ合える「ラリーショー」や、選手の言葉を聞くことができる「セレモニアルス
タート＆フィニッシュ」、協賛企業や飲食店がブースを構える「ラリーパーク」などもあります。サービスはサーキットでいうピットの
ようなもの。見学も可能です。

山道の悪路を歩くこともある
ラリー観戦。稀に自動車メー
カーや参戦チームなどが観戦
会を開催することもあります。
シャトルバスや食事などを用
意してくれて、気軽に観戦が
できることも。お気に入りの
チームなどのホームページや
SNSをこまめにチェックして
開催情報を手に入れてみると
いいかもしれません。

ラリーショー（北海道） サービス作業

セレモニアルスタート＆フィニッシュ ラリーパーク

 選手やマシンを間近で見られる場所は?

 観戦に必要なものは?

7

8

　ラリーはサーキットのような常設コースで開催されるわけではなく、
ラリー期間中だけその地域で行われる興行のようなものです。そのため、
観戦が可能かどうか、観戦できる場所はどこか、観戦できる施設がなく、
観戦料金はかかるのか、クルマで移動できるのか、公共交通機関で移動
できるのかといった情報は、観戦者自身で探す必要があります。
　こういった観戦に関する情報はすべて、ラリーの公式ホームページで、

「観戦案内」や「ギャラリー情報」といったかたちで公開されています。
　観戦情報はおおむね１〜２カ月前から情報が公開されますので、各ラ
リーの紹介ページにあるURLやQRコードを利用して、こまめに主催者
からの情報を確認してみてください。全日本ラリーの各主催者サイトは、
JRCAのホームページ（http://www.jrca.gr.jp）にリンクが張られてい
ます。

ラリーの開催が近くなると、ラリー主催者のウェブサ
イトには、観戦情報やチケット、駐車場などの案内が
掲載されます。最近ではFacebookなどのSNSでの情
報発信もあります。

主催者のウェブサイト SNSの公式ページ

 ラリーを観戦するにはどうしたらいい?6
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