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2015年の開幕戦は恒例の唐津神社からスタート
　2015年の全日本ラリー選手権は、今年も佐賀県唐津市で開幕する。ここ数年、
ラリーウイークの金曜日に佐賀市内の唐津神社で行われていた交通安全祈祷とセ
レモニアルスタートは今年は土曜日に行われ、そこから本格的なラリーがスター
トする。JN6クラスはディフェンディングチャンピオンの奴田原文雄、前人未踏
の開幕戦10連覇に挑む勝田範彦、新型WRX STIを投入する新井敏弘、炭山裕矢、
鎌田卓麻が顔を揃える。一方、JN5クラスは86＆BRZに加えヴィッツGRMNタ
ーボやアバルト500R3Tラリー、ミニ・クロスオーバー、プジョー208GTIなど、
車種のバリエーションが一気に増え、今年の開幕戦は話題豊富な１戦となる。ギ
ャラリーステージは、11日（土）にフォレストステージが２回、12日（日）に
唐津東港のサービスパークに隣接した特設ステージ２回が設定されている。

地元の
名物

唐津の名物と言えば、食は“いか”、器は“唐津焼”。
九州で焼き物というと有田、伊万里の磁器、唐津の陶
器が全国的にも有名で、茶器としても長い歴史がある
逸品。「一楽二萩三唐津」と日本三大陶器にも選ばれ
ている。市内には多くの唐津焼販売店が軒を連ねてい
るので、ラリー観戦の前後でぜひ覗いてみよう。

有田焼、伊万里焼に並ぶ
名器、唐津焼

イベント開場／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分程度だ。

アクセス情報

2014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／足立さやか ラック名古屋スバルDLWRXSTI 59:09.7

12 JN5 山口清司／ 島津雅彦 エナペタルADVAN久與レビン 1:03:04.3

16 JN3 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 1:03:43.1

20 JN1 中村晃規／古川智崇 DL・KYB・NETracingRX-8 1:04:31.5

24 JN4 竹内源樹／安東貞敏 CUSCO ADVAN BRZ 1:05:57.3

29 JN2 田中伸幸／藤田めぐみ 加瀬ｅレーシングYHクスコWMスイフト 1:07:55.2

●日程：４月11日（金）〜13日（日）　●開催地：佐賀県唐津市　
●ラリー総距離：311.45km　●路面：ターマック　●SS総距離：69.35km（16本）　
●天候：デイ１／ドライ、デイ２／ウエット　●ポイント係数：1.0

2014年リザルト

佐 賀 県

1
R o u n d

ツール・ド・九州2015 in 唐津

●日程：４月10日（金）〜12日（日）　●開催地：佐賀県唐津市　●総距離：325km　●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）

http://ww21.tiki.ne.jp/~gravel-msc/ QRコード

愛媛県

唐津市

佐賀県
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５年ぶりにターマック復活。SS総距離100km超の天空バトル
　愛媛県のほぼ中央に位置し、「四国の軽井沢」と呼ばれる高原地帯の久万高原
町を舞台に開催される久万高原ラリー。2010年まではターマックラリー、2011
年以降はグラベルラリーとして開催されていたが、今年は５年ぶりにターマック
が復活する。標高1300ｍの美川スキー場跡地がラリーの拠点となり、雲海を眼
下にする高地に設定されたSSは、エンジンパワーにも大きく影響してくる。今
年は、新たな林道を含めた約110kmのSSを予定。係数1.2のターマックバトルは、
年間チャンピオン争いにも大きく影響してくるだろう。
　ギャラリーステージは、スキー場跡地のギャラリー駐車場から徒歩で行ける林
道SSに、２日間合わせて４回設定される予定だ。日中でもブレーキローターが
真っ赤に見えるほどの熱い走りに期待しよう。

愛 媛 県

地元の
名物

地元の久万高原町は昔から林業が盛んな地域。高原野
菜の生産も盛んで、町内にある「道の駅みかわ」で味
わうこともできる。松山市から1時間程度の距離で夜
は満天の星空が拝め、ここからさらに1時間で四国カ
ルストの中央、地芳峠に到着。標高1500ｍ近辺に石
灰岩が散在する景色はまさに絶景！

四国カルストの景色と
高原野菜は絶品！ 星空も!!

久万高原町
愛媛県ヘッドクオーターやサービスパーク、ギャラリーステージが集約さ

れている旧美川スキー場までは、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るが、スキー場
まで10km弱あるため、レンタカーなどでの移動が基本となる。ス
キー場までの道ではラリーカーともすれ違うことがあるため注意。

アクセス情報

2014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 1:10:55.8

8 JN5 小倉雅俊 ／平山真理 DLデューポイントブーン 1:16:49.3

11 JN3 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 1:18:19.1

14 JN1 宇田圭佑／石川恭啓 BRIGヨコハマWAKO'Sデミオ 1:20:52.4

●日程：５月４日（日・祝）〜５日（月・祝）　●開催地：愛媛県上浮穴郡久万高原町　
●ラリー総距離：230.82km　●路面：グラベル　●SS総距離：68.82km（12本）　
●天候：デイ１／ドライ、デイ２／ウエット　●ポイント係数：1.2

2014年リザルト

愛 媛 県

2
R o u n d

久万高原ラリー

●日程：５月８日（金）〜10日（日）　●開催地：愛媛県上浮穴郡久万高原町　●総距離：約240km　●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）

http://www2.odn.ne.jp/mac/

Event Guide 2015

※JN4クラス、JN2クラスは不成立。
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風光明媚な若狭湾と三方五胡を眺めながらラリーを満喫
　これまで京都府の丹後半島を舞台に戦われてきたラリーが、今年は新天地の福
井県若狭湾周辺に開催地を移し、新たに「若狭ラリー」として開催される。若狭
湾に面するリゾート施設の「うみんぴあ大飯」にHQ、サービスパーク、イベン
トスペースのラリーパークを集約したラリーは、総走行距離515㎞のラリールー
トに15SS／81㎞を設定する予定だ。林道や有料道路など変化に富んだSSは、
若狭湾や美浜町と若狭町に跨がって位置する名勝・三方五胡を眺めながら走行す
るステージもあり、風光明媚な大自然を背景に熱い戦いが繰り広げられそうだ。
　ギャラリーステージは２カ所に予定され、土日あわせて９回が予定されており、
観光有料道路「レインボーライン」も使用する。若狭の雄大な大自然と美味しい
海産物を食べ歩きしながら、ラリー観戦を満喫することができる。

地元の
名物

若狭湾は福井県から京都府にかけて日本海が深く入り
込む変化に富んだ海岸線を有したリアス式海岸で、絶
景ポイントも多数。海岸線そばにある三方五湖はラム
サール条約指定の景勝地で、５つの湖が淡水〜海水へ
と変化し、それぞれの塩分濃度が異なることから五色
の湖とも言われている。

壮観な若狭湾と三方五湖
変化に富む風景は必見

サービスパーク、ギャラリーステージ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までは特設駐車場に駐
車して徒歩５分の好立地だ。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。レインボーラインは若狭
町の若狭三方ICからクルマで10分ほどの場所にある有料道路だ。

アクセス情報

2014年ウイナー（丹後半島ラリー2014）
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 1:09:20.1

8 JN5 鎌田卓麻／市野諮 TEIN ADVAN スバル BRZ 1:13:06.2

12 JN1 中村晃規／古川智崇 DL・KYB・NETracingRX-8 1:14:36.4

14 JN3 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 1:15:36.6

16 JN4 竹内源樹／加勢直毅 CUSCO ADVAN BRZ 1:16:02.8

27 JN2 田中伸幸／藤田めぐみ 加勢eレーシングYHクスコWMスイフト 1:20:16.6

●日程：８月29日（金）〜31日（日）　●開催地：京都府京丹後市
●ラリー総距離：432.26km　●路面：ターマック　●SS総距離：102.28km（21本）
●天候：デイ１／ドライ一部ウエット、デイ２／ドライ一部ハーフウエット　●ポイント係数：1.2

2014年リザルト（丹後半島ラリー）

若狭ラリー2015

●日程：６月５日（金）〜７日（日）　●開催地：福井県大飯郡おおい町　●総距離：約515km　●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（OECU-AC）

http://wakasarally.com QRコード

愛媛県

おおい町

福井県

福 井 県

R o u n d

3
※写真は2014年丹後半島ラリー
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シリーズのグラベル初戦は変化に富んだステージを用意
　北海道有数の観光地・洞爺湖周辺を舞台に開催される第４戦は、今シリーズの
グラベルラリー初戦となる１戦だ。洞爺湖周辺のステージは、ハイスピード、テ
クニカル、川渡りなど変化に富んでいるのが大きな特徴。ステージ全般的に路面
コンディションが良いため、出場選手からも「走りやすい」と評判が高い。ラリ
ーステージは、昨年と同様に「シータングル」「ポーク」「ラベンダー」などこの
地方の名産が名付けられたSSを設定。今年のSS総距離は80㎞前後となる予定だ。
　洞爺湖温泉街から徒歩で移動できる洞爺湖文化センターにHQ、サービスを設
置し、隣接した特設ステージでは気軽に観戦できるギャラリーステージも開催。
そのほか林道SSにもギャラリーステージが開設され、それぞれのプランに合わ
せた観戦が可能だ。

地元の
名物

昭和新山は国の特別天然記念物。畑の真ん中に２年あ
まり続いた噴火で赤茶けた溶岩ドームを形成、火山の
成り立ちが見られる。また食の名物と言えば「わかさ
いも」。洞爺湖以外でも手に入るのだが、洞爺湖本店
ではてんぷらにした「いもてん」の揚げたてを実演販
売。一度食してみてほしい。美味しいです。

大地の鼓動が聞こえる昭和新山！ 
お土産には「わかさいも」

洞爺湖町

北海道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
ーからギャラリーステージまでは徒歩で移動可能。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る。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。

アクセス情報

2014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／竹下紀子 アライモータースポーツWRX-STI 54:37.2

11 JN5 鎌田卓麻／市野 諮 TEIN ADVAN スバル BRZ 1:00:23.9

12 JN3 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 1:00:59.9

18 JN1 宇田圭佑／石川恭啓 BRIGヨコハマWAKO’Sデミオ 1:02:35.8

21 JN2 高橋悟志／箕作裕子 ミツバ WM DL ラック マジカル 冷機 ヴィッツ 1:03:23.1

●日程：７月４日（金）〜６日（日）　●開催地：北海道虻田郡洞爺湖町
●ラリー総距離：369.55km　●路面：グラベル　●SS総距離：71.62km（17本）　
●天候：デイ1／ドライ、デイ2／ドライ　●ポイント係数：1.2

2014年リザルト

北 海 道

R o u n d

2015 ARK ラリー洞爺

●日程：７月３日（金）〜５日（日）　●開催地：北海道虻田郡洞爺湖町　●総距離：約約400km　●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)

http://www.team-ark.jp/

Event Guide 2015
4

※JN4クラスは不成立。
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難攻不落のグラベルSSで0.1秒を争うスリリングバトル
　NHK大河ドラマ「八重の桜」で話題になった馬場津津古和氣神社がある福島県
棚倉町を拠点とする第５戦は、毎年0.1秒を争うスリリングな勝負が展開されるラ
リーとしておなじみだ。例年は梅雨時期の５月下旬から６月上旬にかけて開催さ
れていたが、今年は開催日を７月下旬に変更。例年、ウエット路面で戦われるこ
とが多かったが、今年は固く引き締まったドライ路面でのバトルが期待される。
　ギャラリーステージは、土曜日にヘッドクオーターとサービスパークが設置さ
れたルネサンス棚倉の特設ステージで、日曜日は昨年も好評だった鹿角平牧場ス
テージにそれぞれ１回ずつを予定している。ルネサンス棚倉ステージではギャラ
リーステージのほか、篠塚建次郎氏によりデモンストレーション走行、同乗走行、
抽選会、レプリカカーの展示なども毎年開催され、イベントを盛り上げている。

地元の
名物

サービスパークのある棚倉町の農家で盛んに栽培され
ている作物はいちごとブルーベリー。ジャムなどお土
産にいかが？　また隣の鮫川村には農産物加工直売所
の「手・まめ・館」があり、大豆、唐辛子などで加工
した商品を多数販売。鹿角平牧場ギャラリーステージ
からの帰りに立ち寄ってみよう。

いちご、ブルーベリーから
大豆、唐辛子まで農産物いろいろ

ルネサンス棚倉は、東北自動車道の白河ICから国道289号線で約40
分。常磐自動車道は那珂ICから国道118号線経由で約90分、いわき
勿来ICから国道289号線経由で約60分。電車の場合は、水郡線棚倉
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分程度だ。

アクセス情報

2014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 1:03:04.8

13 JN3 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 1:11:27.0

14 JN5 川名賢／永山聡一郎 ラックGR86 1:13:10.7

15 JN2 田中伸幸／藤田めぐみ 加勢eレーシングYHクスコWMスイフト 1:14:09.8

20 JN1 中西昌人／美野友紀 YH・WM・KYB・マクゼスストーリア 1:15:30.2

●日程：６月６日（金）〜８日（日）　●開催地：福島県棚倉町・鮫川村・いわき市
●ラリー総距離：364.99km　●路面：グラベル（一部ターマック）
●SS総距離：62.72km（14本）　●天候：デイ１／ウエット、デイ２／ウエット　●ポイント係数：1.2

2014年リザルト

がんばろう! 福島MSCCラリー2015

●日程：７月23日（木）〜26日（日）　●開催地：福島県棚倉町・鮫川村・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）

http://www.mazdasportscarclub.jp/Fukushima2015.html

愛媛県

棚倉町福井県

5
福 島 県

R o u n d

※JN4クラスは不成立。
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残暑の避暑地を駆け抜ける国内屈指の高速ステージ
　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、昨年はリゾ
ート地として有名な群馬県吾妻郡嬬恋村に拠点を移して開催された。今年は同地
で２回目の開催を迎える。２車線を有する県道や普段は観光道路として使われて
いる嬬恋パノラマラインの一部を封鎖してSSが設定されるなど、全日本ラリー
のなかでも屈指のハイスピード・ターマックステージが連続するこのラリーは、“最
速王決定戦”とも呼ばれる１戦だ。また、日本のモータリゼーションを支えた浅
間サーキットでは今年もギャラリーステージを設定し、ラリーはターマック80
％以上、グラベル20％未満の構成で開催される予定となっている。嬬恋村を拠
点に２年目となる今年は、SSコース設定が大幅に見直されることも計画され、
よりエキサイティングなラリーとなりそうだ。

地元の
名物

嬬恋村は高原キャベツの一大産地。夏から初秋の最盛
期には1日何十万ケースも全国に出荷される。キャベ
ツや高原野菜の販売所は村内各所にあるので、おみや
げにどうぞ。また、「嬬恋村 アルバイト」とネットで
検索するとキャベツの収穫バイトが多数ヒット。学生
の皆さん、夏休みの思い出づくりにいかが？

シーズン中は夜明け前から
収穫作業を行う高原キャベツ

嬬恋村
群馬県

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
ール嬬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
は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。電車の場合は軽井沢駅からクルマで約40分。
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分だ。

アクセス情報

2014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／足立さやか ラック名古屋スバルDLWRXSTI 39:05.0

10 JN5 鎌田卓麻／市野 諮 TEIN ADVAN スバル BRZ 41:20.2

11 JN4 平塚忠博／鈴木裕 高崎くす子・DUNLOP・BRZ 41:23.2

17 JN1 中村晃規／古川智崇 DL・KYB・NETracingRX-8 42:51.6

19 JN3 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 43:44.7

32 JN2 田中伸幸／藤田めぐみ 加勢eレーシングYHクスコWMスイフト 46:37.3

●日程：７月25日（金）〜27日（日）　●開催地：群馬県吾妻郡嬬恋村
●ラリー総距離：329.385km　●路面：ターマック（一部グラベル）
●SS総距離：65.015km（17本）　●天候：デイ１／ドライ、デイ２／ドライ一時ヘビーウエット　●ポイント係数：1.0

2014年リザルト

群 馬 県

R o u n d

モントレー2015 in 嬬恋

●日程：８月28日（金）〜30日（日）　●開催地：群馬県吾妻郡嬬恋村　●総距離：約380km　●SS路面：ターマック（一部グラベル）
●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）

http://www.rally-montre.com

Event Guide 2015
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全日本ラリーの天王山となる国内最大・最長のグラベルラリー
　FIAアジア・パシフィックラリー選手権（APRC）と併催して開催される「ラ
リー北海道」は、格式、規模、SS距離ともに国内最大を誇るラリーだ。昨年は
２日目の設定をAPRCと変えたためにSS総距離が200kmを切ったが、それでも
国内最大であることに変わりはない。今年も約189kmのSSが設定される予定だ。
ギャラリーステージは、サービス会場に隣接した特設コースと４カ所の林道SS
を合わせて11回行われる予定。金曜日夕方からのセレモニアルスタート直後に
行われる特設ステージのスーパーSSは無料で観戦することができる。また、ラ
リーパークでは十勝の名産を満喫できる食の祭典が催されるほか、今年は来場者
がマイカーで参加できるモータースポーツイベントも計画中とのことだ。今年も
ラリー北海道で、北の大自然と食の文化を堪能しよう。

地元の
名物

十勝平野は、じゃがいも・とうもろこしなど日本の食
品庫で旬の味が楽しめ、帯広市内では豚丼・ジンギス
カンなどの店舗も数多く食通には天国！　食品庫と言
うだけあって大地は広大。直線の道路が続く日本離れ
した景色にも出会えます。リエゾンの見学中に写真の
ような風景に出くわすかも!?

大自然と食の宝庫
十勝平野をラリーのついでに

サービスパークやSSSが設定される北愛国交流広場は、札内川に
かかる愛国大橋の河川敷。会場では北海道・食の祭典など様々なイ
ベントが催されている。帯広駅からはクルマで約20分程度。土曜
日にギャラリーステージが設定されている陸別サーキットへは、帯
広駅から道東自動車道の本別JCT、国道245号線で約120分となる。

アクセス情報

2014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 1:50:16.1

4 JN5 鎌田卓麻／市野諮 TEIN ADVAN スバル BRZ 2:00:21.7

8 JN3 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 2:05:21.0

20 JN1 中西昌人／美野友紀 YH・WM・KYB・マクゼス・ストーリア 2:14:41.2

●日程：９月26日（金）〜28日（日）　●開催地：北海道十勝地方
●ラリー総距離：731.80km　●路面：グラベル　●SS総距離：182.28km（16本）　
●天候：デイ１／ドライ、デイ２／ドライ、一部ウエット　●ポイント係数：2.0

2014年リザルト

RALLY HOKKAIDO

●日程：９月18日（金）〜20日（日）　●開催地：北海道十勝地方　●総距離：約726km　●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）

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

帯広市

北海道

北 海 道

R o u n d
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※JN4クラス、JN2クラスは不成立。
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全日本ラリーのなかで最も長い歴史を誇る伝統の１戦
　今年で43回目の開催を迎えるラリーハイランドマスターズは、全日本ラリー
選手権のなかで最も長い歴史を誇る伝統の１戦だ。かつては「カーブレイクラリ
ー」と呼ばれるほどラリーカーの耐久性が求められたラリーも、近年はサーフェ
イスをグラベルからターマックに変え、0.1秒を争うスプリント要素の強いラリ
ーとして開催されている。今年も、かつて激戦を繰り返したステージや新たに設
定されたステージで、激しい首位争いが展開されることだろう。
　ラリーの拠点となるヘッドクオーターやサービスパークは、高山市南東部の道
の駅・モンデウス飛騨高山に設置され、ギャラリーステージはさらに東部にある
舟山スノーリゾートアルコピアに開設される予定だ。駐車場を利用したギャラリ
ーステージは、家族連れでも気軽に観戦することができると好評を博している。

地元の
名物

高山市は飛騨牛の産地として全国に名を轟かせる街。
飛騨牛専門店も数多く、ステーキ、網焼き、朴葉味噌
など食べ方はお好み次第。「ひつまぶし」ならぬ「牛
まぶし」まであるので、懐具合と相談して思い残すこ
とないよう食べ尽くして。意外な名物として、高山そ
ばも実は人気。清らかな水と自然が育んだ美味しさだ。

ここに来たら
飛騨牛しかないでしょう！

高山市

岐阜県

高山市までのアクセスは、東京からは中央道〜国道158号線（途中
に安房峠道路）経由で約５時間。名古屋市内からは名古屋高速〜名
神高速〜東海北陸道〜国道41号線経由で約150分ほど。ギャラリー
ステージのひだ舟山スノーリゾートアルコピア／サービスパークの
あるモンデウス飛騨位山までは市内からクルマで40分程度だ。

アクセス情報

2014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／足立さやか ラック名古屋スバルDLWRXSTI 51:44.4

10 JN5 勝田貴元／永山聡一郎 ラックGR86 54:58.9

14 JN1 中村晃規／古川智崇 DL･KYB･NETracingRX-8 56:27.0

18 JN4 佐藤隆行／鈴木裕 DLスムースジャパンMoty’sBRZ 57:15.0

24 JN3 岡田孝一／石川美代子 カマタスポーツDLキーストーンデミオ 58:11.5

32 JN2 高橋悟志／箕作裕子 ミツバWMDLラックマジカル冷機ヴィッツ 1:01:36.8

●日程：10月17日（金）〜19日（日）　●開催地：岐阜県高山市
●ラリー総距離：361.99km　●路面：ターマック　●SS総距離：69.82km（10本）　
●天候：デイ１／ドライ、デイ２／ドライ　●ポイント係数：1.0

2014年リザルト

第43回M.C.S.C.
ラリーハイランドマスターズ2015
●日程：10月16日（金）〜18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.）

http://mcsc-rally.com/category/highland-masters/

Event Guide 2015

岐 阜 県

R o u n d
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華やかなラリーショーと過酷なラリーステージが名物
　全日本ラリー選手権を締めくくる最終戦は、愛知県新城市が舞台だ。行政、警
察、市民組織、自動車メーカーやグループ企業のラリーに対する理解と協力の輪
が少しずつ広がり、今では愛知県を代表するスポーツイベントとして広く認知さ
れている。無料で観戦できるギャラリーステージやラリーパークでは、ラリー観
戦だけではなく国内外の有名ドライバーによるデモランが行われ、１日中モータ
ースポーツを満喫できる。また、イベントパークには地元食材を使った飲食ブー
スが充実。家族連れでの観戦でも飽きさせない工夫が随所に盛り込まれている。
一方、ラリーのステージは華やかなラリーショーからは想像できない過酷なター
マックステージを用意。路面やスピードレンジが一定ではないため、最も攻略が
難しいラリーとしても知られている。

地元の
名物

新城市内に新しく道の駅「もっくる新城」がオープン。
地元名産品の販売、フードコート、コンビニや足湯に
電気自動車の充電設備まで備えた道の駅となっている。
場所は2015年度開通予定の新東名高速新城IC交差点
前。新城総合公園からはクルマですぐの場所なので、
お帰りの際にはぜひお立ち寄りを！

新城の土産も食もここにある！
道の駅「もっくる新城」

新城市内までは、名古屋市内からは名古屋高速〜東名高速の豊川
ICを経て、国道151号線経由で約90分、東京（用賀）からは東名高
速〜新東名高速の浜松いなさICより国道257号線経由で約３時間30
分となる。電車の場合は、豊橋駅からJR飯田線で新城駅まで約20分。
駅からは例年シャトルバスなども運行されている。

アクセス情報

2014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 1:21:51.8

5 JN5 川名賢／高橋巧 ラックGR86 1:26:36.8

15 JN1 中村晃規／古川智崇 DL･KYB･NETracingRX-8 1:28:37.1

16 JN3 岡田孝一／石川美代子 カマタスポーツDLキーストーンデミオ 1:28:37.4

20 JN4 竹内源樹／加勢直毅 CUSCO ADVAN BRZ 1:30:26.3

●日程：10月31日（金）〜11月２日（日）　●開催地：愛知県新城市
●ラリー総距離：284.067km　●路面：ターマック　●SS総距離：91.336km（12本）
●天候：デイ１／ヘビーウエット、デイ２／ウエット〜ハーフウエット　●ポイント係数：1.0

2014年リザルト

新城ラリー2015

●日程：10月30日（金）〜11月１日（日）　●開催地：愛知県新城市　●総距離：約300km　●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）

http://www.shinshiro-rally.jp

新城市

愛知県

愛 知 県

R o u n d
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※JN2クラスは不成立。


