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　JAF全日本ラリー選手権は、1976年から
78年まで開催された「JAF全日本ベストラリ
ースト選定戦」を前身に、80年から「全日
本ラリー選手権」として開催され、今年で
39年目を迎える国内最高峰のモータースポ
ーツ選手権です。
　かつては時間に対する正確さを競うスタイ
ルでしたが、海外ではスペシャルステージ

（SS）と呼ばれる競技区間での速さを競う「SS
ラリー」が主流となっていました。そこで、
2004年に北海道で開催された「WRC（世界

ラリー選手権）ラリージャパン」を契機に、
06年からはWRCやAPRC（FIAアジア・パ
シフィックラリー選手権）などと同じSSラ
リーが開催されるようになりました。
　それと同時に、国内ラリー独自の規定だっ
た車両規定も、FIAが定める国際的な車両規
定に順ずるものへと変化し、車両の安全部品
や乗員保護の規定など、国際基準に則った車
両となりました。また、ラリー自体のルールも
徐々に国際ルールに合わせて整備され、現在
はWRCとほぼ同じ方式のラリーになっています。

2018Event Guide
全10戦の熱き戦いが
繰り広げられる
ラウンドをご紹介

JAF 全日本ラリー 選手権

JAF地方選手権 （北海道／東日本／ 中部・近畿／中四国／九州）
県シリーズジュニアシリーズ TGRラリーチャレンジ など

Rally of Tsumagoi
群馬県
2月1日～２月4日

第46回M.C.S.C.ラリーハイランドマスターズ2018
岐阜県
10月12日～14日

新城ラリ－2018
愛知県
11月2日～4日

ツール・ド・九州2018 in 唐津
佐賀県
4月6日～8日

NISSIN Rally 丹後2018
京都府
4月27日～29日

Montre 2018
群馬県・長野県
6月７日～10日

2018 ARKラリー・カムイ
北海道
6月29日～7月1日

MSCCラリーinいわき2018
福島県
8月23日～26日

RALLY HOKKAIDO
北海道
9月14日～16日

久万高原ラリー
愛媛県
5月18日～20日　
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Rd 開催日 イベント名 場所 路面

1 2/1-4 Rally of Tsumagoi 群馬 スノー＆アイス

2 4/6-8 ツール・ド・九州2018 in 唐津 佐賀 ターマック

3 4/27-29 NISSIN Rally丹後2018 京都 ターマック

4 5/18-20 久万高原ラリー 愛媛 グラベル

5 6/7-10 Montre 2018 群馬・長野 グラベル

6 6/29-7/1 2018 ARKラリー・カムイ 北海道 グラベル

7 8/23-26 MSCCラリー in いわき2018 福島 グラベル

8 9/14-16 RALLY HOKKAIDO 北海道 グラベル

9 10/12-14 第46回M.C.S.C.ラリーハイランドマスターズ2018 岐阜 ターマック

10 11/2-4 新城ラリー2018 愛知 ターマック

2018カレンダー
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全10戦で戦われる全日本ラリー選手権で唯一のスノー＆アイス路
面のラリーとなる今大会は、2017年に全日本戦に加えられ、今シ
ーズンで２回目を迎えました。魅力はなんといっても雪の中を疾走
するラリーカーが見られること。また、ナイトステージも設定され、
海外でのラリーを彷彿とさせる景色だと熱心なラリーファンからも
好評です。コースは6月に開催されるモントレーと重複する箇所が
多いですが、雪と氷に覆われた路面は状況を見極める力量が問われ
る難易度の高いステージとなっています。観戦エリアは林道SSの
ほか、スーパーSS、拠点となるホテルグリーンプラザ軽井沢での
SSなど、雪の中でも観戦しやすい場所に設定されています。

2016年までは開幕戦として行われてきたツール・ド・九州in唐津。
市内にある唐津神社で交通安全及びラリーの安全祈願が行われ、ラ
リーがスタートします。今年は、イベント広場とサービスパークが
これまでの唐津壱岐フェリーターミナル付近にある二夕３丁目倉庫
一帯から、ボートレースからつ前・松浦河畔公園駐車場に場所を移
し開催されます。コースに使用されるターマック路面は、タイヤへ
の攻撃性が高く、ドライバーはタイヤの磨耗を考慮に入れた走りを
求められます。シリーズの中でも難易度が高く、タイヤに厳しいラ
リーと言われています。観戦エリアは土日に１箇所ずつ設定されて
おり、イベント広場ではオートテストなども行われます。

シリーズ唯一のスノーラリー、独特のテクニックが勝負の行方を左右する タイヤの磨耗を考慮に入れた走りが必要な高難度のターマックラリー

Rally of Tsumagoi ツール・ド・九州2018 in 唐津
https://rally-tsumagoi.com http://gravel-msc.info

群馬県 佐賀県

1 2
Round Round

上信越自動車道から碓氷軽井沢ICから鬼神ハイウェイ
を経由して約60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キ
湖周辺に設けられ、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。

クルマの場合、福岡市内からは福岡高速道を通り、福岡
前原道路を経由、唐津道路の唐津ICまでが約60分。佐
賀市内からは国道203号線を経由し、厳木多久道路で約
１時間。鉄道なら、福岡方面からは福岡市営地下鉄空港
線〜JR筑肥線「東唐津駅」下車。ヘッドクオーターの
あるイベント広場まではタクシーなどで約５分。

日本一のキャベツ生産地として名高い嬬恋村は、ウインターシーズンには最高
のスノースポーツの舞台へと変身します。首都圏からアクセスがよく、晴天率
が高く、良質のパウダースノーが楽しめるとあって、毎年大勢のスキーヤー＆
スノーボーダーが訪れています。小さな子供でも安全に遊べるエリアもあり、
家族連れにも人気。また周辺には温泉地がいくつもあり、冬場のラリー観戦で
冷えた体をゆっくりとほぐすことができます。

玄界灘に面し、福岡市方面からも日帰り観光できるとして人気の唐津市。ご当
地グルメとして人気なのは、呼子のイカ。古くからイカ漁が盛んで、名物の「イ
カの活き造り」は遠方からわざわざ目当てにやってくる人も多いのだとか。唐
津のランドマークといえば、唐津城。市内を流れる松浦川の河口に、鶴が翼を
広げたように見えることから舞鶴城とも呼ばれています。絶景を眺めるには鏡
山がオススメ。展望台があり、唐津湾を一望できると口コミで評判に。

アクセス
情報

アクセス
情報

2月1日～２月4日 4月6日～8日

Event Guide 
●SS路面：スノー＆アイス　●総走行距離：約400km　●主催者：AGメンバーズスポーツクラブ北海道、上州オートクラブ ●SS路面：ターマック　●総走行距離：約420km　●主催者：グラベルモータースポーツクラブ

ラリーを ラリーを楽 楽しもう！ しもう！
開催地はこんなところ 開催地はこんなところ

「スキーやスノボも楽しめる」 「玄界灘を一望。新鮮なイカに舌鼓」

2018



2928

京丹後市周辺や天橋立で有名な丹後半島を主な舞台とする全日本ラ
リー選手権は、４年ぶりの開催となります。金曜日に行われるセレ
モニアルスタートと最終日のセレモニアルフィニッシュは、京丹後
市役所・本庁舎前駐車場で行われ、サービスパークは京都府丹後文
化会館駐車場に設置されます。ギャラリーステージはこれまで設定
されていたスイス村スキー場周辺の林道に加えて、「道の駅・丹後
王国」に特設ステージが設けられ、それぞれ２回のSSを観戦する
ことができます。道の駅には飲食店やお土産店などのほか、小さい
子供でも遊ぶことができるアトラクションがあるなど、ファミリー
でも楽しめます。

松山市内からクルマで90分ほどに位置するハイランドパークみか
わ（旧名称・美川スポーツランド）がラリーの拠点となります。
SSの多くが標高1000m前後の高地に設定されているため、別名「天
空のバトル」とも言われています。高地のため空気が薄く、エンジ
ンパワーにも大きな影響を与える他、勾配も激しくブレーキにも負
担がかかる過酷なラリー展開が予想されます。初日の久万高原町役
場で行われるセレモニアルスタートの後、スタートを見学してから
でも観戦エリアに移動できるよう時間設定が変更されたので、たっ
ぷりとラリーカーの走りを堪能できるようになりました。

４年ぶりの丹後開催。ハイスピードの争いに注目 別名「天空のバトル」。４年ぶりにグラベルで開催

ラリーパークと観客エリアが設置される道の駅・丹後王
国まで、クルマでは山陰近畿自動車道の与謝天橋立IC
から約40分。鉄道では最寄駅の京都丹後鉄道宮豊線・
網野駅から、タクシーやバスなどを利用して約20分が
目安の時間。ラリー開催期間中にはシャトルバスの運行
も予定されている。

ヘッドクオーターやサービスパーク、観戦エリアが集約
されるハイランドパークみかわ（旧名称・美川スポーツ
ランド）までは、クルマの場合、松山自動車道の松山
ICから国道33号線を使い、約90分。JR松山駅からは距
離もあるのでレンタカー利用がおすすめ。道中ではラリ
ーカーとすれ違う可能性があるため、注意が必要です。

平成22年に世界ジオパークに認定された「山陰海岸ジオパーク」。山陰海岸国
立公園を中心に京丹後市の東側から鳥取市にまたがる広大なエリアを有してお
り（東京都よりひと回り大きい）、日本海形成から現代に至るまでの地形を観
察することができます。その海岸線で獲れるズワイガニを代表とした海産物が
人気。ちなみに京丹後市のマスコットキャラクターはカニをイメージした「コ
ッペちゃん」。運が良ければ会えるかも？

愛媛県中央部に位置する久万高原町。日本三大カルストのひとつに数えられる
景勝地「四国カルスト」を東西に貫く「四国カルスト縦断線」がドライブルー
トとして人気が高い。カルストの山頂付近はハイキングのメッカとしても知ら
れている。同じく石鎚山も登山道が整備されており、近年人気の霊峰ではあり
ますが、絶壁を歩くルートのため初心者は難しいとのこと。登山経験者か体力
に自信のある人が挑戦してほしい。

アクセス
情報

アクセス
情報

ラリーを ラリーを楽 楽しもう！ しもう！
開催地はこんなところ 開催地はこんなところ

「天橋立など風光明媚な観光スポット多し」 「四国カルストが織りなす自然美が魅力」　　

久万高原ラリー
http://www2.odn.ne.jp/mac/

愛媛県

Round

5月18日～20日
●SS路面：グラベル　●総走行距離：約195km　●主催者：松山オートクラブ、チーム.エトワール、ドライバーズ・クラブ・ルーキー

Event Guide 2018

NISSIN Rally 丹後2018
http://rallytango.com

京都府  

Round

4月27日～29日
●SS路面：ターマック　●総走行距離：約270km　●主催者：モータースポーツクラブシンフォニーオブ京都、大阪電気通信大学体育会自動車部　　　 43
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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て
全日本ラリー選手権が開催されるのは今年で５年目。開催時期も例
年の８月から６月に開催されるようになって２年目となります。昨
年まではターマックラリーでの開催でしたが、今年はグラベルラリ
ーとして開催。観戦エリアはこれまでの大前須坂SSやパルコール
SSなどに加え、長野県側でグラベル路を観戦できるエリアを計画
中とのこと。グラベルに変更となりましたが、平均速度の速い高速
ラリーであることに変わりなく、迫力のあるラリーカーの走りを堪
能できます。例年、雨に見舞われることが多く、刻々と変わる路面
状態への対応力も問われるラリーとなっています。

北海道を舞台とするグラベル林道ラリーは、今シーズンはホストタ
ウンをニセコ町に移動して競われます。スーパーSSは行われませ
んが、土曜・日曜の両日２カ所・４回の観戦ポイントが設けられる
予定です。路面コンディションは安定しており、ドライバーからは
走りやすいとの声があがるほどで、そのためハイスピードのラリー
になるのも特徴です。また他のラリーでは見られない川渡りのステ
ージなども魅力的。観客にとっては羊蹄山や昨年までのホストタウ
ンの洞爺湖周辺などの大自然を満喫できたり、酪農が盛んで美味し
い食事が味わえたり、観光としても楽しめるところでの開催となり、
人気が高いイベントのひとつです。

２年目の６月開催。グラベルでのモントレーが復活 ホストタウンをニセコ町に移し、大会名も新たに開催

ヘッドクオーターや観戦エリア、宿泊施設も兼ねるパルコ
ールつま恋リゾートホテルまでは、クルマの場合、上信越
自動車道から碓氷軽井沢ICから鬼神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
分の道のり。電車とレンタカーを利用する場合、北陸新幹
線・軽井沢駅を利用し、クルマで約40分となっています。

サービスパークはニセコ・モイワスキー場に、ラリーパ
ークは尻別川河畔公園山村広場にそれぞれ設置されます。
クルマでのアクセスは、新千歳空港からは道道16号線
→国道276号線→国道５号線を経由して約２時間。札幌
市内からは、国道230号線から中山峠を経由し国道276
号線で約２時間が目安となります。

開幕戦と同じ嬬恋村はキャベツの産地としても知られています。初夏から秋に
かけて出荷される嬬恋産キャベツは、夏の降水量が多く、寒暖差が激しいため
おいしいものができるのだという。その他にも馬鈴薯（じゃがいも）、とうも
ろこしなども特産品。温泉地としても知られ、有名な草津温泉も近いが、ラリ
ーの拠点となるパルコール嬬恋をはじめ、温泉を楽しめる施設も多く、家族連
れにも優しい。

冬には一面の雪に覆われるニセコも、ラリー開催期間は緑の絨毯に覆われ、避
暑地として人気。蝦夷富士とも呼ばれる羊蹄山は、７月から８月にかけて高山
植物が花を咲かせ、130種類以上の野鳥が生息しています。それらを目当てに
トレッキング客が国内外から訪れます。イチオシは蘭越町のブランド米「らん
こし米」。ニセコ連峰から湧き出るミネラルを豊富に含んだ清流で育てられた
お米は絶品。日本酒や甘酒などの加工品にも力を入れているとのこと。

アクセス
情報

アクセス
情報

ラリーを ラリーを楽 楽しもう！ しもう！
開催地はこんなところ 開催地はこんなところ

「日本一の生産量を誇るキャベツは必食」 「羊蹄山を望む景色は絶景」

2018 ARKラリー・カムイ
http://www.team-ark.jp

北海道

Round

6月29日～7月1日
●SS路面：グラベル　●総走行距離：約450km　●主催者：アーク・オートクラブ・オブ・スポーツ

Event Guide 2018

Montre 2018
http://rally-montre.com

群馬県・長野県

Round

6月７日～10日
●SS路面：グラベル　●総走行距離：約410km　●主催者：AGメンバーズスポーツクラブ北海道、上州オートクラブ5 6
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２年ぶりに福島県開催となる今大会は、前回までの棚倉町周辺から
いわき市小名浜地区を拠点に開催されます。それに伴い、使用され
るコースも大きく変更される予定で、ドライバーは対応力が問われ
るラリーとなりそうです。観戦ステージは、レグ１、レグ２にギャ
ラリーステージを設定する予定です。レグ１はいわき市小名浜の三
崎公園に、レグ２は恒例の鹿角平観光牧場を予定しています。また
大会期間中、プロラリードライバーによるイベントを行う予定で、
デモンストレーション走行や同乗走行などの開催を計画中とのこと
です。また、プレゼント抽選会も予定されるなど、気軽に観戦でき
るような催しも行われる予定です。

2001年から毎年国際ラリーが行われている歴史があり、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、かつてWRCラリージャパンが行われた十勝平野を舞台に開催
されるグラベルラリーです。開催規模、SSの総距離ともにスケー
ルの大きさは国内最大級。例年は選手権争いの天王山になることが
多く、ロングステージが多いため最後まで何が起こるかわからない
面白さがあるイベントです。ラリーの拠点は帯広市内の北愛国交流
広場。観戦エリアは陸別オフロードサーキットなどの特設ステージ
に加え、数カ所の林道ステージが用意される予定で、北海道らしい
広範囲にわたっての観戦が楽しめます。

２年ぶりの福島開催は、いわき市内の林道を新たに設定 国内最大級のスケールで開催、ダイナミックな走りを堪能できる

セレモニアルスタート＆フィニッシュが行われるのは福
島県いわき市小名浜にあるアクアマリンパーク交流広場。
クルマでのアクセスは、常磐自動車道・いわき湯本IC
から約20分、もしくはいわき勿来ICから約30分。温泉地、
いわき湯本温泉からバスも運行されています。

札内川河川敷に設置される北愛国交流広場までは、帯広
駅からクルマで20分、とかち帯広空港からは同30分。
観戦エリアが設置される陸別サーキットへは、道東自動
車道・足寄ICから国道242号線を通り、約40分。HQ設
置の明治北海道十勝オーバルまでは、帯広・広尾自動車
道・芽室帯広ICもしくは帯広川西ICから約15分の距離。

新たに会場となった福島県いわき市にはファミリーで楽しめる施設がいっぱい。
全国的に知名度がある大型リゾート施設「スパリゾートハワイアンズ」、シー
ラカンスの展示もある水族館「アクアマリンふくしま」、日本を代表する古代
生物化石・フタバサウルスの展示が出迎えてくれる「いわき市石炭・化石館」
など。海の幸も豊富で、名物にウニの貝焼きやカジキメンチなど、訪れたら是
非とも食してほしい特産品も豊富。

ひと足早い秋の訪れを感じる９月の十勝も見どころ満載。帯広では定番の豚丼
を食べた後には、紫竹ガーデンを散策するのはいかが。１万8000坪の敷地い
っぱいに植えられた草花が出迎えてくれる。ばんえい競馬で運試しというのも
いいかもしれません。お土産には本別の黒豆「キレイマメ」。黒いダイヤと呼
ばれ、納豆や味噌、煮豆などバリエーションも豊富。鉄道も好きという方には、
ふるさと銀河線りくべつ鉄道や幸福駅もオススメ。

アクセス
情報

アクセス
情報

ラリーを ラリーを楽 楽しもう！ しもう！
開催地はこんなところ 開催地はこんなところ

「海産物に水族館、海を中心に見所多い」 「秋の北海道、自然や名物料理を堪能」

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

北海道

Round

9月14日～16日
●SS路面：グラベル　●総走行距離：約1000km　●主催者：AGメンバーズスポーツクラブ北海道

Event Guide 2018

MSCCラリー in いわき2018
http://www.mazdasportscarclub.jp

福島県

Round

8月23日～26日
●SS路面：グラベル　●総走行距離：約400km　●主催者：マツダスポーツカークラブ 87
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今年で46回目を迎える伝統の一戦、ラリーハイランドマスターズは、
岐阜県の飛騨高山地方の林道が舞台。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。拠点となるのはこれまでどおり、
高山市郊外にある道の駅・モンデウス飛騨位山。林道ステージは道
幅が狭く、中高速コーナー主体となっています。例年、僅差のバト
ルが展開されることが多いことから、シーズン終盤のポイント争い
に影響を及ぼす戦いが繰り広げられそうです。土日ともにギャラリ
ーステージが設置されるほか、デモ走行や同乗走行など参加型のイ
ベントも計画されています。

シリーズ最後を締めくくる最終戦は、メイン会場を愛知県新城市内
の新城総合運動公園、SSには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。様々なキャラクターのコースが設定
されているため、幅広いスピードレンジに合わせたセッティングを
行うことが好成績に結びつくカギといえます。観戦エリアは新城総
合公園内のほか、メイン会場から40km離れた鬼久保サテライト会
場が設置され、本格的なSS走行シーンを間近で見ることができます。
また今シーズンは、SSの100kmオーバーやTGRラリーチャレンジ
エキスパートクラスのステップアップ版として選手権外クラスを設
けるなど、新しい試みも予定されています。

伝統あるラリーは、優勝争いのターニングポイントになるラウンド ５万人を超える大観衆を集める、国内屈指の人気イベント

岐阜県高山市までのアクセスは、中央自動車道・松本IC
から国道158号線を経由しておよそ２時間。また、東海北
陸自動車道の高山出口から30分ほど。観戦ステージが設
置される予定の「ひだ舟山スノーリゾートアルコピア」及
びサービスパークが設営される「モンデウス飛騨位山」ま
では、ともに高山市内からクルマで40分ほど。

新東名高速道路・新城ICがメイン会場となる新城総合
公園まで２kmの場所に開通、アクセスが大幅に改善。
開催期間中には駐車場が設けられないので、観戦者専用
駐車場からシャトルバスを使ってのアクセスになるので
要注意。新城ICまで目安の所要時間は、名古屋ICから
約45分、東京（用賀）ICから約３時間。

高山市内には江戸時代の面影を残す古い町並みや、国内に唯一現存する高山陣
屋など、歴史的な建築物が多く残る。かつて商人の町として発展した地域は国
選定重要伝統的建造物保存群地区に指定されており、江戸時代にタイムスリッ
プした雰囲気を醸し出します。豪雪に耐えてきた合掌造りや藁葺き屋根の建物
なども残るエリアは、それ自体が民族博物館として運用されています。久々川
リンゴや丹生川トマトなどブランド野菜・果物も美味しい。

メイン会場となる新城総合公園は、日本歴史上初めて鉄砲が合戦において大量
に使われ、織田信長が歴史の舞台に立った長篠の戦いがあった長篠設楽古戦場
跡のすぐ近く。合戦の史跡も多く、歴史好きなら歴史資料博物館を含めて訪れ
るのもいいかもしれない。また、毎年7月には合戦を再現し、火縄銃による演
武や子供武者による演武などを行う設楽原決戦祭りが開催されます。五平餅や
次郎柿、八郎丸さといもなど全国的に知られるグルメ・食材も多い。

アクセス
情報

アクセス
情報

ラリーを ラリーを楽 楽しもう！ しもう！
開催地はこんなところ 開催地はこんなところ

「江戸時代から残る風情ある街並みが魅力」 「信長ゆかりの古戦場、ご飯も美味しい」

新城ラリー2018
http://www.shinshiro-rally.jp

愛知県

10
Round

11月2日～4日
●SS路面：ターマック　●総走行距離：約350km　●主催者：モンテカルロ・オート・スポーツ・クラブ

Event Guide 2018

第46回M.C.S.C.ラリーハイランドマスターズ2018
http://mcsc-rally.net

岐阜県

Round

10月12日～14日
●SS路面：ターマック　●総走行距離：約380km　●主催者：松本カースポーツクラブ9
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