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

2020

Round.9
RALLY HOKKAIDO

全日本ラリー選手権は国内ラリーの最高峰！

JAF
全日本
ラリー
選手権

2020

Round.7
2020 ARK ラリー・カムイ

日本国内で数多く開催されているラリー競技のなかで、頂点に位置
するのが全日本ラリー選手権です。全10戦というラウンド数、走行
距離、路面の多彩さ、選手やラリーカーのレベルなど、あらゆる面
で最高峰カテゴリーと言えるでしょう。また、各地域ごとや県ごと
に開催されるシリーズ、TRD ラリーカップや TOYOTA GAZOO
Racingラリーチャレンジなどのように様々な地域で開催されるシリ
ーズもあり、多くのアマチュアや若手が参戦しています。

Round.8
横手ラリー2020
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Round.1
Rally of Tsumagoi
（開催中止）

Round.10
第48回M.C.S.C.ラリー
ハイランドマスターズ2020

Round.6
MONTRE 2020

Round.3
Sammy ツール・ド・九州2020 in 唐津

Round.5
NISSIN Rally丹後2020

Round.2
新城ラリー2020 Supported by AICELLO

2020年全日本ラリー選手権カレンダー

Round.4
Sammy 久万高原ラリー

Rd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

開催日
2/6-9
3/13-15
4/10-12
5/2-4
5/22-24
6/11-14
7/3-5
8/21-23
9/11-13
10/16-18

イベント名
Rally of Tsumagoi
（開催中止）
新城ラリー2020 Supported by AICELLO
Sammy ツール・ド・九州2020 in 唐津
Sammy 久万高原ラリー
NISSIN Rally丹後2020
MONTRE 2020
2020 ARK ラリー・カムイ
横手ラリー2020
RALLY HOKKAIDO
第48回M.C.S.C.ラリーハイランドマスターズ2020

場所
群馬県
愛知県
佐賀県
愛媛県
京都府
群馬県
北海道
秋田県
北海道
岐阜県

路面
スノー＆アイス
ターマック
ターマック
ターマック
ターマック
ターマック
グラベル
グラベル
グラベル
ターマック
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Round

1
群馬県

Rally of Tsumagoi
開催期間

2月6日〜2月9日

https://rally-tsumagoi.com

●SS路面：スノー＆アイス ●総走行距離：約450km ●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、
特定非営利活動法人 M.O.S.C.O.

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
選手権で唯一のスノー＆アイス路面のラリー。雪の中を疾走するラリー
カーを見られることが魅力です。雪と氷に覆われた路面は状況を見極める
力量が問われる一方、ナイトステージは「海外でのラリーを彷彿とさせる
景色」と、熱心なラリーファンからも好評です。観戦エリアは林道SSの
ほか、スーパーSS、ラリーの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。2020年は、日本スーパ
ーラリー（JSR）
、東日本ラリー選手権に加え、FIAアジア・パシフィック
ラリー選手権史上、
初のスノーラリーとしての開催が予定されていましたが、
2019年の台風により開催エリアが被災。予定されていたステージを生活道
路として確保する必要が出たことから、残念ながら開催中止となりました。

アクセス
情報
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上信越自動車道から碓氷軽井沢ICから鬼押ハイウェイを経
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ギ湖周辺に設け
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。

ラリーを楽しもう
開催地はこんなところ

「スキーやスノボも楽しめる」
日本一の夏秋キャベツ生産地として名高い嬬恋村ですが、冬は絶好のウインタ
ースポーツの舞台へと変身します。首都圏からの交通が至便な上、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。小さなお子さんでも安全に遊べるエリアもあり、
家族連れにも人気。周辺には温泉地も多く、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。

Event Guide
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2
愛知県

2020

新城ラリー2020

Supported by AICELLO
開催期間

3月13日〜15日

http://www.shinshiro-rally.jp

●SS路面：ターマック ●総走行距離：約400km ●主催者：モンテカルロ・オート・スポーツクラブ

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
いまや、シリーズの一大イベントに成長した新城ラリー。2019年に引き
続き第２戦に設定されましたが、第１戦の開催中止に伴い、事実上のシー
ズン開幕戦となります。新城市内の県営新城総合運動公園を拠点に、近隣
のワインディングロードで構成さ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。2020年はレ
グ１に新しい林道が追加されました。今回も中部・近畿ラリー選手権が併
催され、メイン会場となる新城公園や、約40km離れた鬼久保サテライト
会場には観戦エリアや各種のイベントが準備されていましたが、新型コロ
ナウイルスの感染予防の観点から、無観客での開催となります。

アクセス
情報

ラリーを楽しもう
開催地はこんなところ

「信長ゆかりの古戦場、ご飯も美味しい」
メイン会場となる新城総合公園から5km以内の位置には、日本歴史上初めて鉄
砲が合戦において大量に使われ、織田信長が勝利を収めて名を高めた長篠の戦
いの舞台となった長篠設楽ヶ原古戦場跡があります。合戦の史跡も多く、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・食材も多く、
銘酒・蓬莱泉はイベントの協賛にもなっています。

メイン会場となる新城総合公園まで２kmの場所に新東名高
速道路・新城ICが開通して以来、アクセスが大幅に改善。
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。
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3
佐賀県

Sammy ツール・ド・九州２０２０in 唐津
開催期間

4月10日〜12日

http://gravel-msc.info

●SS路面：ターマック ●総走行距離：約340km ●主催者：グラベルモータースポーツクラブ

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
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。
参戦者が市内にある唐津神社を訪れ、交通安全及びラリーの安全を祈願
することが恒例となっており、鳥居をバックにラリーカーがスタートし
ていく風景もおなじみとなりました。サービスパークは、ボートレース
からつ駐車場に設定。コースに使用されるターマック路面は、中速コー
ナーがテンポよく連続するコースが中心で、新コースも追加。例年、路
面による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
入れた走りが求められます。観戦エリアは、フィニッシュに向けた最後
の区間を棚田から観戦する構成となるため、履物に注意が必要。地元婦
人会のご協力で昼食のケータリングも予定されています。

アクセス
情報
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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。

ラリーを楽しもう
開催地はこんなところ

「名所は唐津城。玄界灘を一望できるスポットも」
玄界灘に面し、福岡市方面からの日帰り観光地としても人気の唐津市。ランド
マークである唐津城は、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。この絶景を眺めるには鏡山がオスス
メ。展望台があり、唐津湾を一望できます。古くからイカ漁が盛んで、呼子の
イカは「イカの活き造り」がご当地グルメとして人気。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。

Event Guide
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愛媛県

2020

Sammy 久万高原ラリー
開催期間

5月2日〜4日

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

●SS路面：ターマック ●総走行距離：約340km ●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

エンジンへの負荷が大きい高地での
「天空のバトル」
ターマック、グラベルとステージ路面が度々変わり、2019 年から再
びターマックラリーとして開催されている久万高原ラリー。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、サービスパークもここに設
定されます。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」とも言われる難関ラウンド。標高が高いため空気
が薄く、エンジンパワーにも大きな影響を与えるほか、１本のSSの距
離が長いうえに勾配も激しいため、タイヤやブレーキに負担がかかる過
酷なラリー展開が予想されます。ギャラリーステージは、ハイランドパ
ークみかわと林道に設定され、合計５回走行されます。

アクセス
情報

ラリーを楽しもう
開催地はこんなところ

「四国カルストが織りなす自然美が魅力」
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」は人気のドライ
ブルートです。カルストの山頂付近はハイキングのメッカとして知られていま
す。その他、観光スポットとしては、面河渓、近年人気の霊峰・石鎚山、松山
城、道後温泉がオススメ。地元の名産品には、おこう饅頭、みかわソーメンな
どがあります。

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。
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5
京都府

NISSIN Rally丹後2020
開催期間

5月22日〜24日

http://rallytango.com

●SS路面：ターマック ●総走行距離：約322km ●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

２年ぶりの開催、京丹後の風光明媚なターマックラリー
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、２年ぶりの開催となります。土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、京丹後市の道の駅
・丹後王国「食のみやこ」で行われ、サービスパークは市内の京都府丹
後文化会館駐車場に設置されます。道の駅には飲食店やお土産店のほか、
小さい子どもも遊べるアトラクションが充実しており、ファミリーで楽
しめます。2020年は、丹後縦貫林道をフルに使い、合計100kmを超え
るスペシャルステージが設定されます。ギャラリーステージは土曜日に
は林道内で迫力のある走行シーンが楽しめるほか、日曜日にはスイス村
スキー場でも設定されます。

アクセス
情報
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セレモニアルスタートとフィニッシュが設置される道の駅・
丹後王国まで、クルマでは京都縦貫自動車道の京丹後大宮
ICから約20分、
山陰近畿自動車道の与謝天橋立ICから約30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分が目安の時間です。

ラリーを楽しもう
開催地はこんなところ

「夕日スポットなど絶景ポイントが点在」
京丹後市には、独特の鮮やかな色彩を楽しめる夕日で知られる夕日ヶ浦温泉郷
をはじめ、世界遺産登録を目指す天橋立、琴引浜、伊根町船屋と観光スポット
が点在します。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
る広大なエリアは「山陰海岸ジオパーク」として、2010年に世界ジオパーク
に認定。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です。

Event Guide
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6
群馬県

2020

Montre 2020
開催期間

6月11日〜14日

https://rally-montre.com

●SS路面：ターマック ●総走行距離：約420km ●主催者：マツダスポーツカークラブ、浅間モータースポーツクラブ、特定非営利団体法人 M.O.S.C.O

新生モントレーは高崎拠点にリニューアル
関東の全日本ラリー戦として長い歴史を誇るモントレーは、2020 年、
開催地を高崎市を中心とする群馬県西部地域でのターマック戦として生
まれ変わります。首都圏からのアクセスが容易なエリアへと移し、日本
スーパーラリーシリーズとの併催で行われます。サービスパークは、高
崎市もてなし広場に設定。金曜日の夜に高崎市の商店街、さやもーるで
セレモニアルスタートを実施、日曜日のフィニッシュも同じ場所となり
ます。観戦ステージは、金曜日と土曜日には高崎市の観音山でナイトス
テージを開催、金曜日の夜はさらにもう１本のナイトステージが箕郷中
央公園に設定されます。土曜日と日曜日の昼間にも、藤岡市の桜山公園
で観戦ステージが予定されています。

アクセス
情報

ラリーを楽しもう
開催地はこんなところ

「高崎市を見守る白衣大観音、
粉もの料理も名物」
高崎市のランドマークとなるのは、周辺で観戦ステージも設定される標高
190mの観音山。
鎮座する白衣大観音は高さ41.8mで昭和11年に建立されました。
９階建ての胎内は拝観も可能で、階段で肩まで上ることができます。周辺の公
園は高崎市民の憩いの場となっています。また粉もの料理の名物も多く、焼き
まんじゅうや「おっきりこみ」などの郷土料理のほか、市内にはパスタの名店
が点在し、近年は「パスタの街」として話題を集めています。

サービスパークが設定される高崎市もてなし広場は、JR高
崎線の高崎駅から徒歩で15分ほどと交通至便。バスなどの
公共交通機関も充実しています。観戦ステージが開催される
観音山、桜山公園までサービスパークからシャトルバスが用
意されています。観戦の際は公共交通機関をご利用ください。
ググっとぐんま写真館
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7
北海道

2020 ARKラリー・カムイ
開催期間

7月3日〜5日

http://www.team-ark.jp

●SS路面：グラベル ●総走行距離：約500km ●主催者：アーク・オートクラブ・オブ・スポーツ

ニセコ町が拠点、良質グラベルの人気イベント
北海道を舞台とするグラベル林道ラリーで、2018 年からホストタウ
ンをニセコ町に移しています。路面コンディションが良好で、蘭越町を
中心としたステージは、ドライバーから走りやすいと好評。速度域も高
くなります。今年は、黒松内町にもフィールドを広げ、新ステージが設
定されます。サービスパークは、国際的にも有名な観光地であるニセコ
アンヌプリ国際スキー場駐車場に設定。観戦ステージは、黒松内町の新
コースを加えた合計４カ所に８回の走行が予定されています。日曜日の
１カ所は、ラリー観戦初心者でも出かけやすい環境に設定されます。周
辺はニセコや洞爺湖など観光スポットが多い他、農業が盛んであること
から食も楽しめる人気のイベントです。

アクセス
情報

26

サービスパークが設定されるニセコアンヌプリ国際スキー場
への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。

ラリーを楽しもう
開催地はこんなところ

「羊蹄山を望む景色は絶景」
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ます。
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秋田県

2020

横手ラリー2020
開催期間

8月21日〜23日

https://yokote-rally.com

●SS路面：グラベル ●総走行距離：約350km ●主催者：モータースポーツクラブあきた

全日本選手権開催２年目、テクニカルなグラベルラリー
初めて全日本ラリー選手権の一戦として開催された2019年に引き続
いての、東北地方でのグラベルラリー。ステージの平均速度は 60 〜
70km/h前後とそれほど高くはない一方、テクニカルな性格のステージ
や全体的にブラインドコーナーが多いために、ドライバーのテクニック
とコ・ドライバーとのコンビネーションが試されます。ラリーの拠点は、
昨年の秋田ふるさと村から約1km離れたグリーンスタジアムよこてに置
かれ、隣接の駐車場にサービスパークが設定されます。秋田ふるさと村
の臨時駐車場ではセレモニアルスタートやスーパーSSが実施される他、
林道エリア１カ所にギャラリーステージが設けられ、土曜日と日曜日に
それぞれ２回ずつ、観戦することができます。

アクセス
情報

ラリーを楽しもう
開催地はこんなところ

「伝統、グルメ、漫画が共存する街並み」
サービスパークに近い秋田ふるさと村は、アミューズメント施設、美術館、物産
スペース、フードコートと設備が充実。りんご、いぶりがっこ、十文字ラーメン、
横手やきそば、日本酒、大森ワインなど周辺の名産品に出会えます。また、増
田蔵の駅を中心に重要伝統的建造物群保存地区に指定されている街並みは、昔
懐かしさを感じる佇まい。
「釣りキチ三平」で知られる横手市出身の日本を代表
する漫画家、矢口高雄を始めとする漫画作品を集めたまんが美術館も人気です。

サービスパークは横手市郊外、秋田自動車道横手インターに
ほど近いグリーンスタジアムよこてに設置されます。電車で
は奥羽本線横手駅からクルマで約15分、秋田空港からは秋
田自動車道を経由して約50分ほどが目安となります。
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Round

9
北海道

RALLY HOKKAIDO
開催期間

9月11日〜13日

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

●SS路面：グラベル ●総走行距離：約800km ●主催者：AGメンバーズスポーツクラブ北海道

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
2001年から毎年国際ラリーを開催し、長年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、日本で初めて
WRCイベント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。
そのハードなステージは、例年、選手権争いの天王山になることが多い
一戦です。今年はステージの総距離が 140km ほどと昨年よりも短くな
りますが、それでも選手権屈指のロングステージが多く、最後まで何が
起こるか分かりません。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や林道ステー
ジなど、各ステージで２回ずつ走行を予定しています。

アクセス
情報
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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。

ラリーを楽しもう
開催地はこんなところ

「秋の北海道、自然や名物料理を堪能」
昨年よりも２週間ほど開催が早い今年は、例年よりも過ごしやすい季節の十勝
を楽しめます。帯広で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ます。
競走馬がそりを引きながら力量を競う「ばんえい競馬」が公営競技として開催
されるのは、日本では帯広だけ。鉄道好きの方には、幸福駅は見逃せないスポ
ットです。

Event Guide
Round

10
岐阜県

2020

第48回M.C.S.C.ラリーハイランドマスターズ2020

supported by Sammy
開催期間

10月16日〜18日

http://mcsc-rally.net

●SS路面：ターマック ●総走行距離：約350km ●主催者：松本カースポーツクラブ

選手権で最も長い歴史を誇る伝統の一戦
今年で 48 回目の開催を迎える、全日本ラリーの中でも長い歴史を誇
る名門イベントで、今年はシーズンの最終戦を飾ることになります。舞
台となるのは、岐阜県の飛騨高山地方の林道。かつては「カー・ブレイ
ク・ラリー」と呼ばれるほどラフなグラベル路面で戦っていましたが、
2008 年からはターマック路面で開催されています。林道ステージは道
幅が狭く、中高速コーナー主体で、例年、最終SSまで0.1秒レベルで争
う僅差のバトルが展開されていますが、今年は最終戦ということもあり、
タイトルをかけての戦いが繰り広げられるシーンもあるかもしれません。
ギャラリーステージは、2019 年同様、ひだ舟山スノーリゾートアルコ
ピアに設定し、２日間合わせて４回の走行を予定しています。

アクセス
情報

ラリーを楽しもう
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」
飛騨高山の旧高山市中心部は江戸時代以来の城下町・商家町の姿が保全されて
おり、
「飛騨の小京都」と呼ばれています。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群保存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。朝市や、国に唯一現存する高山陣屋も人気の観光スポッ
トです。地元の名産品は飛騨牛、朴葉みそ、地酒、鶏ちゃん、高山ラーメンな
どグルメが揃います。

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」までは、高
山市内からクルマで40分ほど。
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WRCラリージャパン

愛知・岐阜で開催へ

10年ぶりの世界ラリー選手権日本開催
小牧JCT

名古屋市

恵那市

レグ３
長久手市／
中津川市／
恵那市エリア

土岐JCT

東海
環状
自動
車道

うアクセスの良さも魅力です。また、サテ
ライト会場も設けられる予定とのことなの
で、様々な場所で多くのファンが楽しむこ
とのできるラリーとなりそうです。
注目はやはりトヨタ・ヤリス WRC を駆
る勝田貴元。地元長久手市出身の勝田は、
2019年に行われたWRCテストイベント
「セ
ントラルラリー愛知・岐阜 2019 」でヤリ
スWRCを駆り、総合優勝を果たしています。
観戦方法やチケットなど、最新情報は公式
ウェブサイト（https://rally-japan.jp/ ）
などでチェックしてください。

車道

自動

中央

世界トップレベルのドライバーとマシンが集うWRC
2010年の札幌大会以来、実に10年の時を経て日本での開催が決定しました
愛知・岐阜のターマックステージで繰り広げられる熱戦にご注目ください
2020年11月、愛知県および岐阜県を舞
台に世界ラリー選手権が開催されます。世
界屈指のドライバーたちの競演、そして様
々な技術が詰め込まれたワールドラリーカ
ーの走りを楽しむことができる、国内唯一
のラリーです。戦いの舞台となるのは、両
県にまたがる山間部、紅葉に彩られるター
マックコースです。サービスパークなど、
ラリーの拠点となるのは長久手市の愛・地
球博記念公園（モリコロパーク）。公共交
通機関であるリニアモーターカー
「リニモ」
の愛・地球博記念公園駅から徒歩すぐとい

中津川市

岐阜県

長久手市

レグ１
豊田市／
設楽町エリア

愛・地球博記念公園

（モリコロパーク）

豊田市

愛知県

設楽町

豊田スタジアム
豊田東JCT

レグ２
岡崎市／
豊田市／
新城市エリア

豊田JCT

岡崎市

岡崎総合公園

東

新東

名

名高

高

速

道

路

速道

路

新城市
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