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佐 賀 県

ツール・ド・九州2014 in 唐津
http://ww21.tiki.ne.jp/~gravel-msc/

QRコード

●日程：４月11日
（金）
〜13日
（日） ●開催地：佐賀県唐津市 ●総距離：約310km ●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）

今年のギャラリーステージは
ダムサイド＆シーサイド
ここ数年、全日本ラリーの開幕戦を
担う「ツール・ド・九州」。奈良時代
から続く唐津神社でラリーに出場する
選手全員が交通安全の祈祷を受け、大
鳥居前から行われるセレモニアルスタ
ートは、全日本のラリー開幕戦にぴっ
たりのシチュエーションだ。今年は、
昨年と同様にHQ 、サービスパーク、
イベント広場、ギャラリーステージを
唐津市東部に位置する唐津東港臨時駐

車場に集約し、観光物産展や新車展示
会なども行われる。また、今年は日曜
日に同会場で行われる「SSS シーサ
イド」とともに、土曜日には一昨年ま
で唐津市内のダム湖畔で行われていた
「SSS 備前」が復活。今年は２日間に
わたり２カ所のギャラリーステージを
観戦することができる。毎年、スリリ
ングな勝負が展開される唐津。各クラ
スの戦いぶりに注目が集まる。

アクセス情報
サービスパークやヘッドクオーター、イベント会場
となる唐津市二夕子３丁目倉庫一帯までは、唐津駅
からクルマで10分程度。唐津駅までは福岡市内か
ら地下鉄〜JRの直通快速で１時間10分。クルマで
は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。また、佐賀市内からは国
道203号線〜厳木多久道路で約１時間。

唐津市
佐賀県

2013年リザルト
●日程：４月12日
（金）
〜14日
（日） ●開催地：佐賀県唐津市 ●総距離：313.69km
●路面：ターマック ●SS：67.54km
（19本） ●天候：デイ１ドライ／デイ２ドライ

2013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

JN4

勝田範彦／足立さやか

ラック名スバル DL WRX STI

55:35.9
58:39.3

9

JN3

山口清司／島津雅彦

エナペタル ADVAN 久與 レビン

12

JN2

榊 雅広／井手上達也

加勢eレーシング ADVAN ヴィッツ

26

JN1

小泉 茂／小泉由起

TG厚木OKU安斉自工ADVAN マーチ

地元の名物

佐賀と言えば
“呼子”
。やっぱりイカは外せない！
唐津市呼子町の名物といえば、イカの活き
造り。独特の歯ごたえと甘みが特徴だ。多
くの茶人に愛されてきた唐津焼は、伝統工
芸として戦陣の技術と現代作家の新たな感
性により、独自の作風も生まれている。他
にも、日本三大松原のひとつ
「虹の松原」
や、
1608年に築城された唐津城などが有名。

58:51.2
1:01:43.1
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愛 媛 県

Event Guide 2014

久万高原ラリー

http://www2.odn.ne.jp/mac/
●日程：５月３日
（土）
〜５日
（月） ●開催地：愛媛県上浮穴郡久万高原町 ●総距離：約250km ●SS路面：グラベル
●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）

連続するヒルクライム＆
ダウンヒルのグラベルステージ
2011 年からグラベルラリーとして
開催されている「久万高原ラリー」。
愛媛県松山市から三坂峠を越えた南側
に位置する久万高原町を舞台とし、標
高 1300 ｍの美川スキー場跡地が拠点
なるこのラリーは、山頂付n近から一
気に下るダウンヒルと、麓から駆け上
がるヒルクライムが連続するステージ
で構成されている。ステージは、全域
に渡り道幅が狭くツイスティでテクニ

カル。ドライバーの腕が試されるとと
もに、標高差が激しいためにエンジン
にも厳しい。ドライバーとマシンの総
合力が試されるラリーだ。２日間にわ
たって行われるギャラリーステージは、
サービスパークに隣接した美川スキー
場跡地のゲレンデを利用する。観戦エ
リアが広く、さらに数カ所に分散され
ているため、観戦する場所によって様
々な走行シーンを観戦できる。

アクセス情報
旧美川スキー場の麓までは松山市内からバスが出て
いるが、
麓から旧スキー場までの道程が約10km弱と、
あまり現実的ではないため、クルマでの移動が一番
便利。松山市内から旧美川スキー場跡地までは、三
坂峠をバイパスする三坂道路が完成したため１時間
20 分程度。麓から道はかなり険しいため、通行す
る際には注意が必要だ。

愛媛県

久万高原町

2013年リザルト
●日程：５月３日
（金）
〜５日
（日） ●開催地：愛媛県上浮穴郡久万高原町 ●総距離：258.66km
●路面：グラベル ●SS：74.08km
（15本）
●天候：デイ1 ドライ／デイ2 ドライ

2013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
1

JN4

柳澤宏至／中原祥雅

CUSCO ADVAN WRX-STI

タイム
1:13:14.4

10

JN3

上原利宏／佐瀬拓野

BF-アクションDLシビック

1:18:52.9

14

JN2

天野智之／井上裕紀子

豊田自動織機・ラック・DLヴィッツG’
s

1:19:49.0

21

JN1

宇田圭佑／石川恭啓

BRIGヨコハマWAKO’
Sデミオ

1:21:18.1

地元の名物

「道の駅みかわ」
で新鮮な地元の高原野菜を販売
スキー場のサービスパークからふもとに下
りた国道34号線沿いにある
「道の駅みかわ」
では、地元の新鮮野菜を販売。ドングリの
形をしたフルーツミニトマトのアイコは驚
くほどの甘みが特徴。季節ごとにラディッ
シュやアスパラガスなどもある。時間が経
ってものびない美川手延べそうめんも名物。

25
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福 島 県

がんばろう！福島MSCCラリー2014
http://www.mazdasportscarclub.jp/
●日程：６月６日
（金）
〜８日
（日） ●開催地：福島県白川郡棚倉町周辺・鮫川村、
福島県いわき市 ●総距離：約370km
●SS路面：グラベル ●主催団体：マツダスポーツカークラブ
（MSCC）

今年は鹿角平観光牧場にも
ギャラリーステージを設定
福島県白河郡棚倉町のスポーツリゾ
ート施設のルネサンス棚倉を拠点とし、
東日本大地震の復興を願い、大会名に
「がんばろう!福島」が冠された「MSCC
ラリー」。東日本で唯一開催されるグ
ラベルラリーは、毎年 0.1 秒を争うス
リリングな勝負が展開されているスプ
リントラリーだ。昨年のギャラリース
テージは、土曜日に設定されたルネサ
ンス棚倉のみだったが、今年は日曜日

の鹿角平牧場にも設定される。昨年ま
ではリグループとともにラリーパーク
としてギャラリーに人気だったが、海
外ラリーを彷彿させる雄大な大規模牧
草地のなかをラリーカーが疾走する。
また、今年は土曜日にいわき市のスパ
リゾートハワイアンズ内にリモートサ
ービスを設定。これにより、サービス
パークからステージまでの距離が大幅
に短縮されることになる。

アクセス情報
ルネサンス棚倉は、東北自動車道・白川ICから国
道289号線を経由して約40分。常磐自動車道・那珂
ICから国道118号線を北上すると約１時間30分。常
磐自動車道・いわき勿来ICから国道289号線を経由
して約１時間。電車の場合は、水群線・棚倉駅から
徒歩10分。ルネサンス棚倉から鹿角平牧場までは、
クルマで約40分程度。

棚倉町
福島県

2013年リザルト
●日程：６月８日
（金）
〜９日
（日） ●開催地：福島県棚倉町周辺 ●総距離：581.77km
●路面：グラベル ●SS：68.68km
（16本） ●天候：デイ１ドライ／デイ２ドライ一部ウエット

2013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

JN4

奴田原文雄／佐藤忠宜

ADVAN-PIAAランサー

1:02:11.3

9

JN3

上原利宏／佐瀬拓野

BF-アクションDLシビック

1:08:24.9

13

JN2

川名 賢／小坂典嵩

TAKUMI CRAFT ADVAN Vitz

1:09:05.9

23

JN1

松岡竜也／縄田幸裕

ナカガワロードサービスKEY-BEAUTYストーリア 1:12:05.5

地元の名物

いわき市、棚倉町、鮫川村の名物
全国的に日照時間が長いことで有名ないわ
き市は甘みと酸味のバランスが絶妙なトマ
トが特産品。棚倉町は※、大河ドラマ「八
重の桜」で話題になった陸奥一ノ宮の馬場
都都古和氣神社が有名。鮫川村では地元の
食材などを味わえる農産物加工・直売所
「手
・まめ・館」にぜひ足を運んでみよう。
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北 海 道

Event Guide 2014

2014 ARKラリー洞爺
http://www.team-ark.jp/

QRコード

●日程：７月４日
（金）
〜６日
（日） ●開催地：北海道虻田郡洞爺湖町 ●総距離：約380km ●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）

“川渡り”
など
多彩なグラベルステージを設定
開催地を北海道の赤井川村から洞爺
湖町に移して４年目の開催となる
「ARK ラリー洞爺」は、全日本序盤の
グラベル３連戦を締めくくる重要な１
戦だけではなく、シリーズ最大の山場
となるラリー北海道の前哨戦としても
位置付けられている。洞爺湖周辺のス
テージは、ハイスピード、ミックス、
川渡りなど変化に富んでいるのが大き
な特徴だ。ギャラリーステージは、昨

年まで複数の林道ステージに設定され
ていたが、今年はラリーの拠点となる
洞爺湖文化センターに隣接した特設ス
テージで行われる予定だ。サービスパ
ークも近く、徒歩で移動できるため、
今年はたっぷりラリーを満喫すること
ができる。また、周辺には洞爺湖のほ
かに昭和新山など北海道の有名な観光
スポットも多く、ラリー観戦とともに
観光地巡りもオススメだ。

アクセス情報
HQとサービスパークが設置される洞爺湖文化セン
ターは、洞爺湖温泉街まで徒歩５分程度とアクセス
が良い。クルマで移動する場合は、道央自動車道・
虻田洞爺湖ICを降りて、洞爺湖国道（国道230号線）
を洞爺湖方面に。湖畔に到着したのち、道道２号線
を右折。1kmほど走り、ふたつ目の信号を右折し最
初の十字路を左折する。

北海道

洞爺湖町

2013年リザルト
●日程：７月５日
（金）
〜７日
（日） ●開催地：北海道洞爺湖町周辺 ●総距離：423.80km
●路面：グラベル
（一部ターマックとのミックス） ●SS：80.60km
（14本） ●天候：デイ１ドライ／デイ２ドライ

2013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
1

JN4

勝田範彦／足立さやか

ラック名スバル STI DL インプレッサ

タイム
1:00:54.6

9

JN3

横尾芳則／船木一祥

GAZOOラック86

1:06:41.7

12

JN2

川名 賢／小坂典嵩

TAKUMI CRAFT ADVAN Vitz

1:06:57.0

29

JN1

松岡竜也／縄田幸裕

ナカガワロードサービスKEY-BEAUTYストーリア 1:12:36.9

地元の名物

洞爺湖は、北海道銘菓
「わかさいも」
の本拠地！
洞爺湖温泉街の中心部には、1930 年創業
の老舗「わかさいも本舗」の本店がある。
ここでは、さつまいもの天ぷらをヒントに、
わかさいもを天ぷらにした「いもてん」の
実演販売を行なっている。ちなみに
「いも」
と書かれているが、原材料は大福豆と昆布。
ほくほくとした風味をぜひご賞味あれ。

27
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群 馬 県

モントレー2014 in 群馬
http://www.rally-montre.com/
●日程：７月25日
（金）
〜27日
（日） ●開催地：群馬県吾妻郡嬬恋村 ●総距離：500km ●SS路面：ターマック
●主催団体：上州オートクラブ
（JAC）
、
コルサ・スポーツサークル
（CORSA）

伝統のモントレーは拠点を
渋川から嬬恋に変えて開催
2012 年、９年ぶりに全日本ラリー
復活を果たしたモントレーが今年、ラ
リーの拠点をこれまでの群馬県渋川市
から嬬恋村に移して開催される。ラリ
ーの拠点は、日本の代表的な別荘地の
軽井沢と草津温泉の中間に位置するパ
ルコール嬬恋リゾートホテル。冬はス
キー、夏は高原リゾートとして、四季
折々に変化する景観を１年中楽しむこ
とができるリゾート地だ。開催場所の

変更に伴い、全スペシャルステージが
新たに設定される予定で、ギャラリー
ステージはパルコール嬬恋リゾートホ
テル敷地内と、旧浅間サーキット内の
特設ステージで行われる予定だ。浅間、
白根、万座を望む雄大なパノラマを背
景に開催される今年のモントレーは、
その歴史に新たな１ページを刻むこと
になる。新たなステージで生まれ変わ
るモントレーに期待したい。

アクセス情報
ラリーの拠点となるパルコール嬬恋リゾートホテル
は、上信越自動車道・碓氷軽井沢ICから約１時間
40分。中軽井沢から国道146号線を経て有料道路の
鬼押ハイウェイ、県道235号線、国道144号線、つ
まごいパノラマラインを経て行くのが便利。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
約40分の道程だ。

群馬県

嬬恋村

2013年リザルト
●日程：７月26日
（金）
〜28日
（日） ●開催地：群馬県渋川市 ●総距離：423.533km
●路面：ターマック ●SS：78.787km
（15本） ●天候：デイ１ドライ＆ウエット／デイ２ドライ

2013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
1

JN4

奴田原文雄／佐藤忠宜

ADVAN-PIAAランサー

タイム
57:45.2

8

JN3

横尾芳則／木村裕介

GAZOOラック86

1:03:32.9

10

JN2

石田雅之／遠山裕美子

Ｍ-QUAD ADVANヴィッツ

1:04:29.6

24

JN1

難波 巧／石下谷美津雄 安斉自工 レイル ADVAN RX-8

地元の名物

日本有数のキャベツの産地＆温泉の宝庫
嬬恋村といえば、夏の出荷量日本一を誇る
キャベツの生産地として有名な地域。標高
1000m 前後の避暑地としても有名で、会
場近くのバラギ湖には「嬬恋バラギ温泉・
湖畔の湯」という立ち寄り湯をはじめ、温
泉大国群馬県らしく多数の温泉宿もある。
観戦の疲れを温泉で癒そう。

1:07:55.4

Round.
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京 都 府

Event
Guide
2014
第50回大阪電通大チャリティラリー

丹後半島ラリー2014

●日程：８月29日
（金）
〜31日
（日） ●開催地：京都府丹後市 ●総距離：約320km ●SS路面：ターマック
●主催団体：大阪電気通信大学体育会自動車部
（OECU-AC）

強靱さと速さが試される
灼熱のターマック決戦
全日本ラリーとしては今年で３年目、
大会としては 50 回目というメモリア
ルな１戦となる「丹後半島ラリー
2014」
。天橋立でおなじみの丹後半島
を縦断するターマック林道を舞台とす
るこのラリーは、まだ残暑が厳しい８
月下旬に開催されるため、ライバルだ
けではなく“暑さ”との戦いでもある。
昨年、一昨年は林道ステージ内に設け
られていたギャラリーステージだが、

今年は新たに京都府農業公園・丹後あ
じさいの郷のなかのアクセス道路を利
用し、特設ステージを設定。観戦しや
すいだけではなく、動物とのふれあい、
パンやお菓子の手作り体験、大自然の
なかでたっぷり遊べるテーマパークな
ど、ラリー以外も家族で一日中楽しむ
ことができる。また、HQ とサービス
パークは京丹後市役所に移動したため、
会場スペースが広くなった。

アクセス情報
クルマで移動の場合は、大阪方面から向かうのが便
利。京丹後市までは、中国自動車道・吹田ICから
舞鶴若狭道、綾部宮津道路・宮津天橋立IC 、国道
312号線を経由して約２時間。関東、中部方面から
は名神高速道（京滋バイパス）・大山崎JCTから京
都縦貫自動車道、国道27号線、綾部宮津道路を経
由して約２時間の道程だ。

京丹後市
京都府

2013年リザルト
●日程：８月23日
（金）
〜25日
（日） ●開催地：京都府京丹後市 ●総距離：346.39km
●路面：ターマック ●SS：103.83km
（13本） ●天候：デイ１ハーフウエット～ドライ／デイ２ヘビーウエット～ドライ

2013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
1

JN4

11
9
23

タイム

奴田原文雄／佐藤忠宜

ADVAN-PIAAランサー

1:22:41.3

JN3

横尾芳則／船木一祥

GAZOOラック86

1:28:14.5

JN2

天野智之／井上裕紀子

豊田自動織機・ラック・DLヴィッツG’
s

1:27:48.1

JN1

難波 巧／石下谷美津雄 安斉自工 レイル ADVAN RX-8

1:34:06.0

地元の名物

日本三景のひとつ天橋立で歴史に触れる
京都府宮津市の宮津湾の内海と阿蘇海を南
北に隔て、全長 3.6 ㎞におよぶ湾口砂州の
天橋立は、風土記でイザナギのみことが天
に上るための梯子が倒れたものとされてい
る。一帯には 8000 本の松林が生え、東側
には白い砂丘が広がる。北側からの斜め一
文字と南側からの飛龍観が有名だ。
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7
北 海 道

RALLY HOKKAIDO
http://www.rally-hokkaido.com/jp/
●日程：９月26日
（金）
〜28日
（日） ●開催地：北海道十勝地方 ●総距離：1000km ●SS路面：グラベル
●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）

シリーズの行方を占う
国内最大規模のグラベルラリー
FIA アジア ･ パシフィックラリーと
併催して開催される
「ラリー北海道」
は、
格式、規模、距離ともに国内最大のラ
リーだ。SSの総距離は200kmを超え、
ポイント係数が2.5から2.0に変わった
が、タイトルの行方を占う上でも重要
な１戦となることには変わりない。ギ
ャラリーステージは、サービスパーク
に隣接する特設コースの「SSS オビ
ヒロ」のほか、リクベツオフロードコ

ースや林道ステージに設定。スケジュ
ールや予算に応じて、いろいろなプラ
ンで観戦することが可能だ。サービス
パークが設営される北愛国交流広場で
は、恒例の「北海道・食の祭典」や自
動車関連メーカーのブースが並ぶラリ
ーパークが今年も開催されるギャラリ
ーステージを観戦するとともに、１日
中ラリーパークで過ごすことができる
くらい、イベントが充実している。

アクセス情報
サービスパークが設営される北愛国交流広場は、札
内川にかかる愛国大橋の南側に広がる河川敷。ギャ
ラリー用の駐車場も広く、会場では北海道・食の祭
典など数々のイベントが催されている。国道38号
線からは、国道236号線と交差する交差点を南下。
帯広までのアクセスは、道東自動車道が全線開通し
ているので便利だ。

北海道

帯広市

2013年リザルト
●日程：９月27日
（金）
〜29日
（日） ●開催地：北海道十勝地方 ●総距離：1022.54km
●路面：グラベル ●SS：232.32km
（18本） ●天候：レグ１ドライ一部ハーフウエット／デイ２ドライ

2013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

JN4

勝田範彦／足立さやか

インプレッサ WRX STI

2:27:03.2

7

JN3

関根正人／石田裕一

ミラージュ

2:44:45.7

10

JN2

川名 賢／安東貞敏

ヴィッツ

2:45:37.2

23

JN1

中西昌人／北川紗衣

スイフト

3:16:25.4

地元の名物

帯広名物といえば、やっぱりジンギスカン！
十勝のジンギスカンは、新鮮な生ラム肉を
独特のスパイスとフルーツの果汁が入った
もみダレに漬け込んでいるのが特徴。ラム
肉の臭みが抑えられ、ほんのり甘いフルー
ツの香りと肉本来の甘みが味の奥行きを深
めている。帯広市郊外の「白樺」
「有楽町」
など、老舗の名店も多い。

Round.

8
岐 阜 県

Event
Guide
2014
第42回M.C.S.C.

ラリーハイランドマスターズ2014
http://homepage2.nifty.com/mcsc/
●日程：10月17日
（金）
〜19日
（日） ●開催地：岐阜県高山市 ● 総距離：約420km ●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）

今年は新たなSS林道と
ギャラリーステージを準備
今年で 42 回目の開催を迎えるハイ
ランドマスターズは、紅葉が始まる飛
騨路を舞台に開催される。2008年以降、
サーフェイスをグラベルからターマッ
クを変えたラリーは、かつてはカーブ
レイクラリーと称されるような耐久性
が求められたラリーが、純粋な速さが
求められるスプリントラリーへと変貌
している。HQ 、サービスパークは高
山市南東部の道の駅・モンデウス飛騨

位山に設置。ギャラリーステージはひ
だ舟山スノーリゾートアルコピアに設
定されている。駐車場を利用したギャ
ラリーステージは敷地も広く、スキー
場のアクセス道を全開で駆け抜ける迫
力のシーンや、テクニカルなターンな
ど、あらゆる角度から観戦することが
可能。また、今年は新たな林道ステー
ジも用意され、こちらにも林道ギャラ
リーステージが設定される予定だ。

アクセス情報
高山市までのアクセスは、クルマなら名古屋市内か
ら名古屋高速〜名神高速〜東海北陸道〜国道41号
線を経由して、所要時間は約２時間30分。東京か
らは首都高速〜中央道〜国道158号線（途中に安房
峠道路）経由で約５時間。宿泊は高山市内に多数あ
り、サービスパークのモンデウス飛騨位山まではク
ルマで約20分程度だ。

高山市
岐阜県

2013年リザルト
●日程：10月13日
（金）
〜15日
（日） ●開催地：岐阜県高山市周辺 ●総距離：419.12km
●路面：ターマック ●SS：84.50km
（10本） ●天候：デイ１ドライ一部ウエット／デイ２ドライ

2013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
1

JN4

6
8
11

タイム

勝田範彦／足立さやか

ラック名スバル DL WRX STI

1:00:20.2

JN3

横尾芳則／永山聡一郎

GAZOOラック86

1:04:29.6

JN2

天野智之／井上裕紀子

豊田自動織機・ラック・DLヴィッツG’
s

1:05:22.1

JN1

中村晃規／藤原直樹

空研ニシオガレージRX-8

1:05:57.5

地元の名物

ひなびた素朴なグルメ、朴葉みそ
飛騨・高山と言えば飛騨牛、漬物ステーキ
などが有名だが、高山通なら朴葉みそは外
せない。香り高い朴葉の上にみそ、ネギな
どの薬味、きのこ類を載せて七輪で焼き、
その香りを楽しむごはんの友だ。会場周辺
の旅館などでも供されているので、宿泊の
際はぜひ一度味わってみてほしい。
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9
愛 知 県

新城ラリー2014
http://www.shinshirorally.jp/
●日程：10月31日
（金）
〜11月２日
（日） ●開催地：愛知県新城市 ●総距離：約280km ●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）

全日本ラリーの天王山
最終戦は新城総合公園が舞台
全日本ラリーを締めくくる最終戦は、
愛知県新城市を舞台に開催される。愛
知県と新城市からのバックアップを受
け、ナゴヤドーム約９個分の敷地に各
種広場を整備した新城総合公園に HQ、
サービスパーク、ギャラリーステージ、
イベント広場を一極化。昨年はかつて
WRCで活躍したビヨルン･ワルデガル
ド氏がグループＢのセリカで、モンス
ター田嶋が V6 ツインターボ４輪駆動

のスーパー86で、新井敏弘がR4仕様
のインプレッサでデモランやトークシ
ョーを行い、併催の TRD ラリーチャ
レンジにはトヨタ自動車社長の「モリ
ゾウ」選手がドライバーとして出場す
るなど、ラリー以外の各方面からも注
目が高い。公園ステージは、デイ１と
デイ２で順走／逆走で走行する予定で、
例年以上にサバイバル色が強いラリー
となりそうだ。

アクセス情報
会場の新城総合公園までは、名古屋市内から名古屋
高速〜東名高速・豊川IC、国道151号線を経由して
約１時間30分程。東京からは首都高速〜東名高速
〜新東名高速・浜松いなさIC、国道257号線を経由
して約３時間30分。豊川ICで降りるよりも距離で
約25km、時間で約30分ほど短縮することができる。
新城駅からは約15〜20分程度。

愛知県

新城市

2013年リザルト
●日程：10月25日
（金）
〜27日
（日） ●開催地：愛知県新城市内 ●総距離：290.61km
●路面：ターマック ●SS：78.54km
（12本） ●天候：デイ１ヘビーウエット〜一部ドライ／デイ２ドライ一部ウエット

2013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

JN4

奴田原文雄／佐藤忠宣

ADVAN-PIAAランサー

1:18:52.4

5

JN3

山口清司／島津雅彦

エナペタルADVAN久與レビン

1:22:09.4

7

JN2

天野智之／井上裕紀子

豊田自動織機・ラック・DLヴィッツG’
s

1:22:43.2

21

JN1

国沢光宏／木原雅彦

日産リーフ

1:27:01.4

地元の名物

SSにもネーミングされた地元のお酒
「蓬莱泉」
ギャラリーステージ名としてもおなじみの
「ほうらいせん（蓬莱泉）」は、1864 年創
業の老舗酒造「関谷醸造」のブランド酒。
なかでも純米大吟醸の“空”
（くう）は限
定予約品として名古屋市内の飲食店でもお
目にかかれない銘酒だ。会場近くにお店が
あるので、日本酒ファンにオススメだ。

