ニュースリリース
8月22日

女性ドライバーによるラリー

WOMEN IN MOTORSPORT「L1 RALLY in 恵那 2018」開催
―WOMEN IN MOTORSPORT DAY 交通安全教室 ドライビングレッスン同日開催―

女性ドライバーのみで行われる、ラリーの WOMEN IN MOTORSPORT「L1 RALLY in 恵那 2018」を12月1日
(土)、2(日)に岐阜県・恵那市で開催する。
同大会は、FIA/JAF Women in Motorsport後援、一般社団法人WOMEN IN MOTORSPORT主管、モンテカルロ オート
スポーツ クラブ（MASC）主催により、 9月1日（土）からドライバーは女性のみ、コドライバーは男性も可と
いう条件でエントリーを開始する。(参加申し込みは、一般社団法人 WOMEN IN MOTORSPORTのホームページから

(http://womeninmotorsport.jp/)
L1シリーズとは、FIA（国際自動車連盟）及びJAF（日本自動車連盟）、一般社団法人WOMEN IN MOTORSPORT
が推進するWOMEN IN MOTORSPORTの活動として、昨年から発足した女性だけのモータースポーツシリーズ
〝L1シリーズ″として発足し、富士スピートウェイで行われた「Women’s GT」レースと岐阜県恵那市で行
われる「L1 RALLY in 恵那 2018」が同じシリーズに入っており、シリーズポイント制を設け、L1シリーズ
初代チャンピオンも決定される。
参加車両は、気筒容積が1500cc以下の車両で争われるL1-1クラスと、排気量1501cc以上の車両で争われるL1-2
クラスに分かれ、L1-1クラスには、TOYOTA VITZ、TOYOTA AQUA、 HONDA CITY、SUBARU SWIFT、三菱 COLT、L12クラスには、TOYOTA86、SUBARU BRZ、SUBARU WRX、SUBARU インプレッサ、HONDA シビック、三菱 ランサーEV
O、三菱ミラージュ、など女性ドライバーが普段からグランドツーリングに使用する愛車がエントリー。各メー
カーの人気車種によるバトルで、各クラスの“Queen of

The Rally”を決定する。

昨年11月25日(土)、26日(日)に開催された“L1 RALLY in 恵那 2017”は、国内初の女性ドライバー限定公認
ラリーということで、20〜50代の女性ドライバーなど約80名の女性が岐阜県・恵那市岩村町「女城主」の里、
約90キロのコースを全力疾走で駆け抜け、白熱したバトルを繰り広げた。また、25日(土)には岐阜県警協力の
元、国際レーシングドライバー井原慶子氏による交通安全講習が行われるなど、２日間で延べ8000人の観客が
訪れ、開催初年度から大いに盛り上がりをみせた。
今年は12月1日(土)、2(日)を「WOMEN IN MOTORSPORT DAY」と題して、昨年の井原慶子氏に加え、世界的ラリ
ーストの勝田照夫氏を講師に迎え、電気自動車やラリー車を使用した交通安全教室も開催される予定。男性も
参加可能。
また、ドライバー、コ・ドライバー、ラリー参加のスタッフ、サービスの方もラリーを存分に楽しんでもらえ
るよう、「ラリーも温泉もグルメも満喫！ラリーなでしこプラン 」を設ける。プラン内容は、恵那峡グランド
ホテルご宿泊（１泊朝食付）、旬の和洋折衷料理９品を愉しむラリー特別レセプションパーティー、 “恵那峡
の絶景を臨む天然温泉” 入浴付きと、まさに至れり尽くせりな贅沢プランを特別価格にて提供する。また、レ
セプションパーティのみご参加の方には、 “恵那峡の絶景を臨む天然温泉”入浴付きで、¥5,632(税抜)のプラ
ンも提供する。

■WOMEN IN MOTORSPORT「L1 RALLY in 恵那 2018」概要
名称：WOMEN IN MOTORSPORT「L1 RALLY in 恵那 2018」
日程：12月1日（土）、2（日）
会場：岐阜県恵那市役所をスタート及びフィニッシュとする約120km
主催：モンテカルロ オートスポーツ クラブ（MASC）
共催：コルトモータースポーツクラブ岐阜（CMSC岐阜）、ラックスポーツ（LUCK SPORT）、Love drive
主管：一般社団法人WOMEN IN MOTORSPORT
後援： 岐阜県恵那市、FIA/JAF WOMEN IN MOTORSPORT、
自由民主党モータースポーツ推進議員連盟、JMRC中部
内容：女性ドライバーによるラリー
車両：2018年JAF国内競技車両規則ラリー車両規定
(RR・RN・RJ・RPN・RF・AE)に従った車両。
参加者：MASC規定の参加資格要件を満たした女性ドライバー
人数：100名(予定)
申込期間： 2018年9月1日（土）～10月31日（金）
※早期割引期間は9月1日（土）〜9月30日（日）23:59
申込先：一般社団法人 WOMEN IN MOTORSPORT
申し込みフォーム： http://www.womeninmotorsport.jp/
参加料：早期エントリー ¥38,000(税込)
通常エントリー

¥45,000(税込)

サービス料

¥ 2,000(税込)※サービスパーク入場の際に必ず必要。

■WOMEN IN MOTORSPORT DAY 交通安全教室

概要

名称：WOMEN IN MOTORSPORT DAY 交通安全教室
日時：12月1日（土）
会場：岐阜県恵那市（未定）
講師：岐阜県警、勝田照夫、井原慶子
内容：①安全運転のための感情・身体のコントロール
②ラリースト勝田照夫とカーレーサー井原慶子による同乗体験
車両：参加者の自家用車及び自動車メーカー協賛車
主催：一般社団法人WOMEN IN MOTORSPORT
主管：Love drive株式会社
後援：JAF Women in Motorsport
参加料：無料（どなたでも参加可能）

ラリー参加者向けプラン
■ラリーも温泉もグルメも満喫！ラリーなでしこプラン 概要
☆ラリー参加のスタッフ、サービスの方もご利用いただけます。
【プラン内容】
①恵那峡グランドホテルご宿泊（１泊朝食付）
②レセプションパーティー〜旬の和洋折衷料理９品を愉しむ〜※乾杯ドリンク付き。
③“恵那峡の絶景を臨む天然温泉”で美肌になろう！
〜お一人さまの価格〜
和室４名以上の場合

¥10,747(税抜)

和室３名利用の場合

¥11,847(税抜)

和室２名利用の場合

¥12,947(税抜)

洋室１名利用の場合

¥16,247(税抜)

■わがままプラン

概要

☆レセプションパーティのみご参加の方はこちら。
【プラン内容】
①レセプションパーティー〜旬の和洋折衷料理９品を愉しむ〜※乾杯ドリンク付き。
②“恵那峡の絶景を臨む天然温泉”で美肌になろう！
〜お一人さまの価格〜
¥5,632(税抜)
レンタルタオルもご用意しております。
・バスタオル

¥300(税込)

・フェイスタオル

¥200(税込)

WOMEN IN MOTORSPORT「L1 RALLY in 恵那 2018」および「WOMEN IN MOTORSPORT DAY 交通安全教室」の詳細・
申し込みは、http://womeninmotorsport.jp/

よりお願いします。
取材等お問い合わせ：一般社団法人WOMEN IN MOTORSPORT
〒106-0032

東京都港区六本木7-11-24

Tel:03-6455-4390

Fax:03-6455-4394

http://womeninmotorsport.jp/

以上
〝L1 RALLY in 恵那 2018″実行委員会
info@womeninmotorsport.jp

WOMEN IN MOTORSPORT「L1 RALLY in 恵那 2018」
開 催 概 要
本競技会は、FIA の国際モータースポーツ競技規則に準拠した一般社団法人日本自動車連盟（JAF）の国内競
技規則とその付則（2018 年日本ラリー選手権規定）、JMRC 中部共通規則、および本大会特別規則に従って開催
される。
第 1 条 競技会の名称
WOMEN IN MOTORSPORT「L1 RALLY in 恵那 2018」
第 2 条 競技種目
JAF ラリー競技開催規則の付則「スペシャルステージラリー開催規定」に従ったスペシャルステージラリー
第 3 条 競技会の格式
JAF 公認準国内競技 ( 公認予定 )
第 4 条 開催日程、開催場所および競技距離
2018 年 12 月 1 日（土）～ 2 日（日）の 2 日間
岐阜県恵那市役所をスタート及びフィニッシュとする約120km
スペシャルステージ
コース総距離
スペシャルステージ総距離
スペシャルステージ数
サービス

： ターマック
： 116.98km
： 18.45km
： 5
： 有

第 5 条 競技会本部（ヘッドクォーター / 略称 HQ）
1. 名称：岐阜県恵那市役所（岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1）
2.競技会本部開設及び閉鎖時間
開設時間：12 月 1 日（土）8:00
閉鎖時間：12 月 2 日（日）17:00
第 6 条 競技内容
1. スペシャルステージ
①スペシャルステージの路面：舗装
②スペシャルステージの総走行距離：18.45km
③スペシャルステージの数：5
④セクションの数：2
⑤デイの数：1
2. サービスの有無：有
3. 競技中の指定給油所の有無：無

第 7 条 競技会のタイムスケジュール
①参加受付

12 月 1日

10:00 ～

②レッキ

12 月 1 日

12:00～

③公式車検

12 月 1 日

14:30 ～

④ドライバーズブリーフィング 12 月 1 日 18:00 ～
⑤ウエルカムパーティ

12 月 1 日 18:30 ～（恵那市内）

⑥スタート（1 号車予定）

12 月 2 日 8:30

⑦フィニッシュ

12 月 2 日 14:20

⑧結果発表

12 月 2 日

16:00〜

⑨表彰式

12 月 2 日

16:10

第 8 条 主催・共催 ( オーガナイザー )
主催 JAF 登録加盟クラブ： モンテカルロ オートスポーツ クラブ（MASC）
所在地： 〒480-1103 愛知県長久手市岩作琵琶ケ池 20-1
代表者： 勝田照夫
共催 JAF 登録加盟クラブ： コルトモータースポーツクラブ岐阜（CMSC 岐阜）
所在地： 〒509-7203 岐阜県恵那市長島町正家 1067－260
代表者： 三枝重光
共催 JAF 登録加盟クラブ： ラックスポーツ（LUCK SPORT）
所在地：〒480-1103 愛知県長久手市岩作琵琶ケ池 20-1
代表者： 伊藤由員
共催 JAF 登録加盟クラブ： Love drive
所在地： 〒106-0032

東京都港区六本木7-11-24

代表者： 石崎順子
第９条 組織
1. 大会役員

大会名誉会長： 古屋圭司(衆議院議員）
大会会長： 小坂喬峰（恵那市長）
大会副会長： 井原慶子 (FIA/JAF WOMEN IN MOTORSPORT 代表委員 )

2. 組織委員会

組織委員長： 勝田照夫（MASC）
組織委員： 長坂眞澄（MASC）
組織委員： 三枝重光（CMSC 岐阜）

3. 審査委員会
4. 主要オフィシャル

審査委員長： 竜田健
競技長： 長坂眞澄（MASC）
コース委員長： 三枝重光（CMSC 岐阜）
計時委員長： 村田正成（MASC）
技術委員長： 松原慎（CMSC 岐阜）
救急委員長： 高橋爾（MASC）
事務局長： 橋本秀弥（MASC）

第 10 条 参加資格
1. ドライバーは女性に限定する。但し、コ・ドライバーは男性でも可とする。
2. クルーは当該年有効な JAF 国内競技運転者許可証 B 以上を所持していること。
3. クルーは参加車両を運転するのに有効な運転免許証を所持していなければならない。
4. 参加申込締め切り時点において普通自動車運転免許を取得後 1 年以上経過していなければならない。

5.20 歳未満の参加者は、親権者の承諾書を主催者に提出しなければならない。
6.JAF 登録クラブ員で、かつ所属クラブ代表者が責任を持てる者。
第 11 条 クラス区分
L1-2 クラス：気筒容積が 1,501cc 以上の RR、RN、RJ、RPN、RF、AE 車両。
L1-1 クラス：気筒容積が 1,500cc 以下の RR、RN、RJ、RPN、RF、AE 車両。
第 12 条 参加車両
2018 年 JAF 国内競技車両規則ラリー車両規定（RR・RN・RJ・RPN・RF・AE）に従った車両。なお、RPN
車両については、同一車両形式の最も古い JAF 登録年が 2007 年 1 月 1 日以降の車両のみ参加が認め
られる。
1. 純正または車検対応マフラーを装着していること。但し RPN・AE 車両は 2018 年 JAF 国内競技車両
規則に準じること。
2. 各車両規定に定められている仕様の消火器を装備すること。
3. 非常用停止板２枚、赤色灯、非常用信号灯、牽引用ロープ、OK ／ SOS マーク（A3）2 枚救急用品を
携行していること。
4. すべての RF 車両、RPN 車両及び、AE 車両は下記のロールケージを装着すること。6 点式 + 左右の
ドアバーを基本構造とした 40Фのロールケージを装着しなければならない。
5. メーカーラインオフ時に装備されている安全ベルト（3 点式等）に加え、４点式以上の安全ベルトを装
着すること。
6. 通称S タイヤ（セミレーシング）の使用を禁止する。一般市販タイヤで、公式車検時にトレッドウェアイン
ジケーター（スリップサイン）が出るまで維持されていること。不明な場合は事務局に問い合わせるこ
と。
7.１本または複数のスペアタイヤを搭載しなければならない（ただし、当初の車両にスペアタイヤが搭載
されていない場合はこの限りではない）。
8. エアクリーナーケースを変更することは出来ない。ただし、フィルターエレメントの材質は自由とする。
9. 前照灯および前部霧灯については 2018 年国内競技車両規則 第 2 編 ラリー車両規定に従うこと。
10. 過給器付車両のエアリストリクター装着は任意とする。ただし装着する場合、そのサイズは最大内径 33
㎜
（外径 :39 ㎜未満）とする。
第

13 条

賞典

1.各大会賞典
①各大会のクラス別賞典は下記の通りとする。
1位〜3位：トロフィー
その他「特別賞」を設ける場合は、別に示す。
2.L1シリーズ「Women's GT」及び「L1 RALLY in 恵那 2018」の参戦において各クラス６位までに入った
ドライバー及びコ・ドライバーには下記の表に基づいてシリーズポイントが与えられる。
順位

1位

2位

3位

4位

5位

6位

ポイント

20点

15点

12点

10点

8点

6点

※上記ポイントは当該レース及びラリーの順位認定者のみに与えられる。
※獲得したすべてのポイントが有効ポイントとなる。
※複数のドライバーが同一の合計ポイントであった場合、以下の基準に基づき上位者を決定する。
1、高得点を得た回数の多い順に決定する。
2、上記の回数も同一の場合、以下の順をもって順位を決定する。

①最終戦における得点。
②最終戦の前の協議会における得点。
③以下同様に遡って順位が決まるまで続ける。
3、シリーズ賞典について年間の獲得ポイント数が多いドライバーにトロフィーを授与する。

第 14 条 付 則
1. 本特別規則に記載されない競技に関する細則は、国内競技規則とその付則、国際モータースポーツ競技
規則とその付則、ラリー競技開催規定とその付則、JMRC 中部ラリー共通規則に従って開催される。
2. 本規則および競技に関する諸規則の解釈に疑義が生じた場合は、競技会審査委員会の決定を最終とする。

競技に関するお問い合わせ：
WOMEN IN MOTORSPORT〝L1 RALLY in 恵那 2018″実行委員会
モンテカルロ・オートスポーツクラブ（MASC）株式会社ラック内
〒480-1103
愛知県長久手市岩作琵琶ケ池 20-1 株式会社ラック内
TEL 0561-63-0101
FAX 0561-63-3535

http://womeninmotorsport.jp/

