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国家公安委員会委員長／国土強靭化担当／内閣府特命担当大臣（防災）

参議院議員

山本順三 やまもとじゅんぞう

　選手並びに関係者、ファンの皆様、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、心よりお喜び申し上げます。
　近年の自動車産業技術の進歩は目覚ましく、衝突被害軽減ブレーキや自
動運転といったこれまでにはなかった革新的な技術が次々と生み出され、
現代においては、無くてはならない自動車の安全装備へと発展を遂げつつ
あります。このような技術の進化や、行政、警察による交通安全の呼びかけ、
運転者ひとりひとりの継続的な努力の甲斐もあり、日本での交通事故発生
件数及び交通事故負傷者数は平成16年をピークに14年連続で減少傾向に
あり、平成30年中の交通死亡事故者数は、警察庁が保有する平成23年以
降の統計で最少となっています。その一方で、社会的にも問題となってい
る「あおり運転」や「高速道路の逆走」といった悪質・危険な運転による
事故・事件が後を絶たないことは見過ごせない部分でもあります。皆様に
おかれましては、日頃より高い交通安全意識とマナー、モラルを持って運
転されていることと存じ上げますが、これまで以上に多くの方が安全運転
に対する意識を持っていただけるよう、ラリーというモータースポーツを
通じて今後も広く普及、啓蒙していっていただきたいと思っております。
　自動車産業は世界に誇る日本の産業の一つで、これからも世界へと発信
し続けていく分野です。そして、多くの自動車メーカー、並びに、関連企
業の発展とともに根付いたモータースポーツ文化もまた同じです。日本各
地で開催され、地方自治体、企業、町と人とが一体になって作り上げられ
るラリーというイベントは、地域経済に活気をもたらす存在であり、今後
もそうあり続けて欲しいと思っております。
　最後になりましたが、2019年の全日本ラリー選手権の成功と、日本に
おけるモータースポーツ文化、ラリー文化のさらなる発展を祈念いたします。

特別寄稿

全国のラリーファンの皆様へ
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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、ご協力を
賜り誠に有難うございます。当団体は、国内ラリーの振興と発展、認知向
上を目的に、選手、主催者、メディア、ギャラリーが一体となって活動を
している団体です。これまでも、さまざまな意見をもとに、競技規則やル
ールの改定、救急体制の充実化といった事柄に関与し、さらに、動画配信
や速報配信、ガイドブックの作成といったプロモーション活動も継続的に
実施してまいりました。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、
国内ラリーに関わるすべての皆様のご尽力の賜物と思い、感謝申し上げます。
　近年では、WRC（世界ラリー選手権）に復帰し活躍を見せるトヨタや、
昨年公開されたラリーを題材にした映画『OVER DRIVE』の影響などから、
これまでラリーというモータースポーツをよく知らなかった方、興味を抱
かなかった方たちからも注目されるようになっていることを、全日本ラリ
ーのギャラリー動員数の増加からも感じています。また、国内では2010
年以来となるWRC開催への招致活動も活発化してきており、改めてルー
ルの理解や競技の面白さを、選手のみならず、すべ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。JRCAでは、それらをより現実
的なものとするために、2018年にJAF加盟団体への登録を行いました。
これにより、国内のラリー界全体をより良い方向へと推し進めていく活動
を多くの皆様と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づくりを
JRCAはこれからも目指してまいります。

ラリーに集うすべての方々が
より楽しめるように

J R C A か ら 皆 様 へ
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ラリーは一般道を定められた時間で移動し、競技区間のタイムを争う競技です
国内最高峰カテゴリーが、全日本選手権。その楽しみ方や魅力をご紹介します

〜2019年の全日本ラリー選手権を100％楽しむために〜

「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、国内におけるラリー競
技の最高峰。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が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、参戦経験を積むことで取得
できる国際Ｒライセンス以上が必要となります。

全日本ラリー選手 権の基礎知識
北海道から九州まで、年間10戦を戦う国内最高峰のラリー競技

 ラリーってどんな競技?



1716

Illustration/Atsushi Arino

3

7

4

1

2

6

5

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
了後に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

　2019年、全日本ラリーのクラス区分が大きくか
わります。18年までは最上位クラスがJN6クラス
でしたが、19年からはJN1クラスが最上位クラス
となり、排気量や車両規定、駆動方式などによって、
その内容が一新されました。
　最上位クラスとなるJN1クラスは、18年も主流
だったスバルWRX STIや三菱ランサーエボリュー
ションに加え、FIAによりグループA/R/Nに公認さ
れた車両（海外ラリーで活躍するシュコダ・ファビ
アなど）が出場できるようになりました。もちろん、
日本の自動車登録番号標（ナンバープレート）を取
得しなければなりませんが、これまでグループＮ車
をベースとした車両が主流だった全日本ラリーのな
かで、これらグループＲ車両がどのような活躍を見
せるのか、注目のシーズンとなるでしょう。
　JN2クラスは、18年のJN5クラスとほぼ同じク
ラス区分で、シトロエンDS3 R3やプジョー208 
R2といった２輪駆動のグループＲ車両、トヨタ・
ヴィッツGRMNなどが中心となるクラスです。

　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。

前輪駆動車が対象となるクラスです。グループＲ車
両を除く後輪駆動車はJN3クラスに集約されますが、
前輪駆動車は排気量によりJN4とJN5の２クラスに
分かれることになります。
　JN6クラスは、18年までJN1クラスに組み込ま
れていたハイブリッド車や電気自動車などのAE車
両に、1500cc以下のAT車両を加えた新たなクラス
です。AE車両は排気量区分はなく、また1500cc以
下のAT車両も車種が豊富なだけに、全日本ラリー
に参加しやすいクラスとして注目を集めるクラスと
なるでしょう。

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。

　JN3クラスは、排気量2500cc以下の後輪駆動車
クラス。18年までは改造範囲によりJN4クラスと
JN2クラスに分かれていたトヨタ86／スバルBRZ
ですが、クラス区分が変わったことにより19年か
らはひとつのクラスで戦うことになります。また、
18年まではトヨタ・ヴィッツやマツダ・デミオと
戦っていたマツダRX-8は、19年からはトヨタ86／
スバルBRZがライバルとなります。
　JN4クラスは、1500cc〜2500ccまでの前輪駆動
車と４輪駆動車のクラス。18年まではJN4とJN1
クラスで戦っていたホンダ・シビック・タイプＲや

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!!

1

　全日本ラリー選手権では、それぞれのラリーで各クラスの順位に応じ
て１位から８位までに得点が与えられ、その年のシリーズを終えた段階
で得点の合計が最も高い選手がチャンピオンとなります。ただし、得点
の合計は、選手権として成立した競技会が８戦以上の場合は高得点順に
６戦の合計得点が有効得点となり、７戦以下の場合は高得点順に５戦の
合計得点が有効得点となります。
　得点はクラス別に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点が与えられ、この得点にラリーご
とのSS総距離と路面に応じた得点係数が掛けられます。さらにレグ２
以降、レグごとの上位３クルーにはレグ別得点が与えられます。今シー
ズンからレグ１のレグ別得点は廃止されたため、レグ１でリタイア（レ
グ離脱）した場合でも、レグ２で獲得できるレグ別得点が、有効得点に
大きく影響してくることも十分考えられます。この選手権ポイントは、
ラリー終了後にJRCAのホームページで公開されるほか、JAFのホーム
ページに詳しく掲載されています。

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
得点×1.0 20 15 12 10 8 6 4 3
得点×1.2 24 18 14.4 12 9.6 7.2 4.8 3.6
得点×1.5 30 22.5 18 15 12 9 6 4.5

レグ別得点
順位 １位 ２位 ３位
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
50km〜100km未満 1.0 1.2
100km以上 1.2 1.5

※2019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、いずれも係数は0.8と
なる。

チャンピオンの決め方は?

2019年のクラス区分はどう変わった？ ラリーの流れはどんな感じ?

国内のラリー車両の主な車両規定
JN1 気筒容積が2500ccを超える４輪駆動のRJ、４輪駆動のR

JN2 気筒容積が2500ccを超える２輪駆動のRJおよび２輪駆動のR

JN3 気筒容積が2500cc以下の後輪駆動のRJ、RPN

JN4 気筒容積が1500ccを超え2500cc以下の前輪駆動および4輪駆動のRJ、RPN

JN5 気筒容積が1500cc以下の前輪駆動のRJ、RPN

JN6 気筒容積が1500cc以下のRJ、RPN（ATに限定）およびAE（気筒容積区分なし）

スズキ・スイフトスポーツ、ダ
イハツ・ブーンX4、日産ノー
トNISMO Sなどが、19年はこ
のクラスに集約されます。
　JN5クラスは、18年までJN3
クラスやJN1クラスに出場して
いたトヨタ・ヴィッツやマツダ
・デミオなど、1500cc以下の

JN1 クラス

JN4 クラス

JN2 クラス JN3 クラス

JN6 クラスJN5 クラス

スバルWRX STI、三菱ランサーエボリューション、
シュコダ・ファビアR5など該当車種

ホンダ・シビック・タイプRユーロ、スズキ・ス
イフトスポーツ、日産ノートNISMO Sなど該当車種

トヨタ・ヴィッツGRMN、TMG GT86CS-R3、シ
トロエンDS3 R3-MAXなど該当車種

トヨタ・ヴィッツ、マツダ・デミオ、ホンダ・フ
ィットなど該当車種

トヨタ86、スバルBRZ、マツダRX-8など該当車種

各種ハイブリッド車、電気自動車など該当車種
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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
る時計やトリップメーター
を装備。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。

◀ 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。

グラベルラリーとター
マックラリーで、タイ
ヤとホイールのサイズ
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。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
サスペンションについ
ては、ダンパーやスプ
リングなどをある程度
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。もち
ろんストリート向けの
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

Ｒ車両

FIAによりグループＡ、Ｒ、Ｎ（公認有効期限後５年
を経過していない車両を含む）として公認された車
両。昨年までのグループＮに準拠したRN車両もこ
のクラスに含まれる。

RJ車両

JAF登録車両でFIAに公認されていない、もしくは
公認切れとなった車両で、国内ラリーとしては改造
範囲が広い。全日本では最終生産年から10年以上
経過した車両は出場できない。

RPN車両
同一車両型式の最も古いJAF登録年が2006年１月
１日以降の車両で、改造範囲はRJ車両よりも狭い範
囲に規定されている。

AE車両
電気モーター、または電気モーターとエンジンを併
用して動力とする車両。改造範囲はRPN車両と同じ
く狭い範囲に規定されている。

▼ 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。

▼ スペアタイヤ

路面の状況が一定ではないため、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。サ
ービス時間以外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。

　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。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。
なお、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。
　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、ラリースタート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。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（ラリー北海道） 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

　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

ラリーカーってどんなクルマ? ラリーを観戦するにはどうしたらいい?

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?
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　ラリーは、一般の道路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。
　その国内最高峰である全日本ラリー選手権は、
一部のラリーを除き基本的に土曜日と日曜日の
２日間行われ、10〜20カ所に及ぶSSを走行し
ます。ひとつのラリーにおけるSSの総走行距
離は50〜200km、ラリー全体の総走行距離は
300〜1000kmと、ラリーの規模によってさま
ざまです。路面は未舗装路（グラベル）や舗装

路（ターマック）、氷雪路（アイス、スノー）
などがあり、開催時期や開催場所によって路面
が異なるのも、ラリーならではの特徴です。
「レッキ」と呼ばれる事前試走を各SSごとに
２回ずつ行い、ステージの形状や特徴を示す「ペ
ースノート」を作り、本番ではコ・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
ックします。SSとSSの間は「リエゾン」と呼
ばれ、一般道を道路交通法を遵守しながら一般
車両と一緒に走行し、あらかじめ決められた時
間までに移動していきます。

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

MONTRE 2019
群馬県・長野県
6月6～9日

RALLY HOKKAIDO
北海道
9月20～22日

久万高原ラリー
愛媛県
5月3～5日

MSCCラリー 
in ふくしま 2019
福島県
10月24～27日

Round 10

Rally of Tsumagoi
群馬県
1月31日～2月3日

Round 1

第47回M.C.S.C.ラリー
ハイランドマスターズ2019
岐阜県
10月11～13日

Round 9

新城ラリー2019
愛知県

3月15～17日

Round 2

Round 4

ツール・ド・九州2019 in 唐津
佐賀県

4月12～14日

Round 3

Round 5

Round 8

8

10
1

5
9

2

横手ラリー2019
秋田県
7月26～28日

Round 7

7

4
3

2019 ARK ラリー・カムイ
北海道
7月5～7日

Round 6

6

Rd 開催日 イベント名 場所 路面

1 1/31-2/3 Rally of Tsumagoi 群　馬 スノー＆アイス

2 3/15-17 新城ラリー2019 愛　知 ターマック

3 4/12-14 ツール・ド・九州2019 in 唐津 佐　賀 ターマック

4 5/3-5 久万高原ラリー 愛　媛 ターマック

5 6/6-9 MONTRE 2019 群馬・長野 グラベル

6 7/5-7 2019 ARK ラリー・カムイ 北海道 グラベル

7 7/26-28 横手ラリー2019 秋　田 グラベル

8 9/20-22 RALLY HOKKAIDO 北海道 グラベル

9 10/11-13 第47回M.C.S.C.ラリーハイランドマスターズ2019 岐　阜 ターマック

10 10/24-27 MSCCラリー in ふくしま 2019 福　島 グラベル

2019年全日本ラリー選手権カレンダー

Event Guide 2019
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