
WOMEN IN MOTORSPORT

観戦チケット※2日（日）のみ
■観戦料金：1,000 円（税込）（小学生以下は無料） ■チケット販売数：900 枚
■購入方法：根の上高原観戦エリア入口テントで当日販売のみ ■特典： 大会記念ステッカー付き（小学生以下はなし）

最新情報は公式サイトへ！

恵那市公式キャラクター
「エーナ」

■所在地：恵那市岩村町本通り
　（明知鉄道岩村駅から徒歩 2分）
■駐車場：岩村振興事務所庁舎駐車場、
　菅沼駐車場　70 台（無料）

岩村本通り

選手インタビューや
ラリーカーパレードを見るなら

■所在地：恵那市東野 2390-165
■駐車場：国民宿舎恵那山荘駐車場・
 根の上高原駐車場 400 台（無料）
※観戦には観戦チケットの購入が必要です

根の上高原
（サテライト会場）

ラリーカーの走りを

観戦するなら

■所在地：恵那市長島町正家一丁目 1-1
 （JR 恵那駅から徒歩 10 分）
■駐車場：恵那東中学校、大井小学校
 各 200 台（無料）
※駐車場からメイン会場まで無料シャトルバスを運行

セレモニアルスタートやマシンの

整備作業を見るなら

恵那市役所
（メイン会場）

http://www.ena-rally.com/index.html

開催地：岐阜県恵那市内
2018 .12.1/22018 .12.1/2 SAT/

SUN

・根の上高原に新設する観戦エリアでスペシャルステージを観戦！
・メイン会場の恵那市役所では、恵那グルメ万博（えなぱく）を同時開催！
・NHK連続テレビ小説「半分、青い。」のロケ地、岩村本通り西町商店街での
 パレード＆選手紹介！

 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振興議員連盟、
  JMRC中部
　　　協賛： 株式会社バローホールディングス
　　　協力： 日本航空株式会社、株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント

WOMEN IN MOTORSPORT DAY
交通安全イベント

　■日時 １日（土） 10:00 ～ 16:00
　■会場 恵那市消防防災センター
 （恵那市長島町正家 1015-2）
　■駐車場 恵那東中学校
 （恵那市大井町 1073-1）

ゴーカートチャレンジ

交通安全講話と同乗体験

走る楽しさと、安全の大切さを体感します。
■時間  10:00 ～ 14:00
 ■対象・定員 小学生以上・20 人

■時間  14:00 ～ 16:00
 ■対象・定員 講話 100 人・同乗体験 20 人

クラシックカーパレード

■日時　２日（日）　8:30 ～ 15:00
■場所　恵那市役所→
 　恵那駅前ロータリー→
 　岩村本通り→
 　根の上高原（各会場で展示）

1960 年代のラリー・モンテカルロをコンセプトに、
当時の参加車輌と同系の車輌約 30 台が大集合！

恵那グルメ万博（えなぱく）

■日時　２日（日）　10:00 ～ 15:00
■場所　恵那市役所イベント広場内
※１日（土）10:00 ～ 15:00 は、
　第 33 回恵那まちなか市会場で開催

恵那の地場食材、特産品、名物が L1ラリーの
会場に大集合！

くっちゃえ！恵那の味
知っちゃえ！恵那の店
買っちゃえ！恵那名物

講話…
「アスリートが伝授する !! 人生 100 年時代
の健康管理とモビリティ社会」
「一般ドライバーの安全運転ノウハウ」

■申込  参加受付は、開始時刻
  30 分前より会場で行います。

■申込  参加受付は、開始時刻
  30 分前より会場で行います。
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恵那市役所周辺恵那市役所メイン会場観戦・イベント情報
２日（日）
 8：30 ～ 9：20 セレモニアルスタート
 8：30 ～ 9：20 クラシックカー展示
 11：50 ～ 13：20 サービス
 14：20 ～ 15：10 フィニッシュ
 16：00 ～ 17：00 結果発表・表彰式
 （10：00 ～ 15：00 恵那グルメ万博）

２日（日）
 9：36 ～ 10：30 ＳＳ２
 11：02 ～ 11：56 ＳＳ３
 12：10 ～ 15：00 クラシックカー走行・展示
 13：46 ～ 14：40 ＳＳ５
 （10：00 ～ 15：00 飲食ブース出展）
 ※各ＳＳの開始 20分前から終了まで、
　県道 413 号線の道路横断不可。

第１駐車場 約 200 台 12/1（土）　9:00 ～ 16:30、 12/2（日）7:00 ～ 18:00
第２駐車場 約 200 台 12/2（日）　7:00 ～ 18:00
第３駐車場 約 200 台 12/2（日）　6:00 ～ 16:00 （7：30～ 15：30　車両入出庫不可）
第４駐車場 約 200 台 12/2（日）　6:00 ～ 16:00
※第１・２駐車場からメイン会場まで無料シャトルバスを運行します

根の上高原サテライト会場観戦・
イベント情報
（各 SS走行時間は予定で変更の可能性があります）

特設駐車場（駐車料金：無料）

●鉄道でお越しの方へ
　ＪＲ恵那駅からメイン会場まで徒歩 10分

●お車でお越しの方へ
　メイン会場の恵那市役所には駐車場がありません。
　第１・２駐車場をご利用ください。

メイン会場⇔サテライト会場間　無料シャトルバス
恵那市役所→根の上高原

 9 ：30 → 10：05 （SS2 観戦可能）
 11 ：00 → 11：35 （SS5 観戦可能）
 12 ：45 → 13：20 （ｸﾗｼｯｸｶｰ観覧可能）
 14 ：15 → 14：50

根の上高原→恵那市役所

10：25 → 11：00
12：10 → 12：45
13：40 → 14：15
15：15 → 15：50

根の上高原周辺

第 3駐車場

第 4駐車場

第 3・4駐車場


