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牙を剥いた“リフト・バレー”
過酷な地で勝田貴元がWRC表彰台を獲得

受け継がれたフィンランド人の伝統
カッレ・ロバンペラが
WRC最年少優勝記録を更新

Red Bull Content Pool

Toyota

 WORLD RALLY CHAMPIONSHIP
 2021

5台がリタイアを喫し
たデイ2では、リタイ
アまでは至らずも、ヌ
ービル、オィット・タ
ナク、オジエなど優勝
経験者らがパンクやサ
スペンションの破損な
どに見舞われた。

きたのが勝田貴元だ。デイ３のSS14でトップ
に立っていたティエリー・ヌービルがリタイア
を喫するとSS15で暫定トップに。しかし、そ
の後方にはデイ2でトラブルに見舞われながら
も0.8秒差まで猛追してきたセバスチャン・オ
ジエが迫っていた。序盤でトラブルに見舞われ
たオジエが優勝するなど誰も予想していなかっ
たはずだが、SS17で勝田を捉えて首位に立っ
たオジエは経験値の高さと勝負強さを見せて逆
転優勝。惜しくも勝利を逃した勝田だったが、
日本人ドライバーとして27年ぶりとなるWRC
の表彰台を獲得していた。

　6月24〜27日にケニアを舞台に第6戦が行わ
れた2021年FIA世界ラリー選手権（WRC）。
19年ぶりに開催されたサファリ・ラリーは想
像を超える過酷な展開となった。スーパーSS
のみのデイ1は各車大きなトラブルなく終えた
ものの、デイ2からは次々と柔らかいグラベル
や大きな石の餌食となるWRカーが続出。最高
峰クラスに参戦する11台のうち、トヨタのエ
ルフィン・エバンスやカッレ・ロバンペラを含
む5台がデイリタイアを喫した。
　そんななか、着実にステージ上位フィニッシ
ュを重ね、総合2番手までポジションをあげて

18ステージ（総距離：320.19km）
サービスパーク：ナイロビSAFARI RALLY KENYA  6/24-27

24ステージ（総距離：314.16km）
サービスパーク：タルトゥRALLY ESTONIA  7/15-18

WRC2 クラス史上最年
少チャンピオン、史上最
年少でのWRCワークス
チーム加入、WRC史上
最年少表者台獲得とさま
ざまな最年少記録を更新
してきたロバンペラがま
た新たな記録を更新。な
お、2位には昨年のラリ
ー・エストニアで表彰台
を獲得したクレイグ・ブ
リーンが入った。

選手権ランキング	
Pos ドライバー Pos コ・ドライバー Pos マニュファクチャラー

1 S.オジエ 1 J.イングラシア 1 TOYOTA GAZOO RACING WRT
2 E.エバンス 2 S.マーティン 2 HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM
3 T.ヌービル 3 M.イーダハ 3 M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM

　2021年シーズン後半戦のスタートとなった
第7戦ラリー・エストニアが7月15〜18日の日
程で開催された。超高速グラベル（未舗装路）
イベントとして有名な今大会では歴史に残る新
たな記録が樹立された。
　優勝候補筆頭で、エストニア出身、2019年
のドライバーチャンピオン獲得経験もあるオィ
ット・タナクが、デイ2に3本のタイヤをパン

クさせてしまい、早々に戦線離脱。波乱の展開
￥のなかで優勝候補に名乗りを挙げたのは若干
20歳のフィンランド人ドライバー、カッレ・
ロバンペラだった。週末を通して安定感を見せ
たロバンペラは全24ステージ中、8ステージで
トップタイムを記録。見事、自身WRC初優勝
を遂げた。最年少優勝は長年、ヘンリ・トイボ
ネンの24歳86日が記録されていたが、2008

年にヤリ-マティ・ラトバラが22歳313日とい
う記録で更新。そして今回、ロバンペラが20
歳290日という新たな記録を打ち立てたのだ。
トイボネン、ラトバラともフィンランド出身で
あり、その伝統をロバンペラが受け継いだ形と
なった。なお、前戦で2位表彰台を獲得した勝
田貴元はデイ2でコ・ドライバーが首に違和感
を覚えたためリタイアとなっている。

今季は安定したリザルトを残している勝田。表彰台の頂点獲得も近いかもしれない。

REPORT

Round 7
Pos ドライバー コ・ドライバー チーム／カー

1 K.ロバンペラ J.ハルットゥネン TOYOTA GAZOO RACING WORLD RALLY TEAM／ヤリスWRC
2 C.ブリーン P.ネイグル HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM／i20 Coupé WRC
3 T.ヌービル M.イーダハ HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM／i20 Coupé WRC
4 S.オジエ J.イングラシア TOYOTA GAZOO RACING WORLD RALLY TEAM／ヤリスWRC
5 E.エバンス S.マーティン TOYOTA GAZOO RACING WORLD RALLY TEAM／ヤリスWRC

※TOP5のみ

ネ ッ ト ＆ テ レ ビ で 楽 し む 5 つ の 方 法

昨今、さまざまなスポーツが現地に足を運ぶだけでなく
インターネットを介していつでも、どこでも楽しめる時代になった
WRCも例外ではなく、観戦方法は多岐に渡っている
今回はラリー初心者という人から、コアファンの人までおすすめしたい楽しみ方5選を紹介しよう

毎週日曜は
EXITと一緒にラリーの日初 級

編

https://www.tv-asahi.co.jp/wr/

「WRCってなんだろう？」と少し気になっている人にオススメなのは、テレビ朝日
で毎週日曜よる10時55分（メ〜テレ毎週金曜よる11時10分）から放送されている

『EXITのラリージャパン応援宣言』。お笑い“第７世代”のEXITと、テレビ朝日ラリ
ージャパン応援マネージャーを務めるキャスターの柴田阿弥による番組だ。WRCの
最新情報やドライバーたちの魅力など楽しく、
分かりやすく知ることができる。

J SPORTSならではの
“情報の濃さ”が魅力的中 級

編

https://www.jsports.co.jp/motor/wrc

モータースポーツをTVだけでなく、PC、スマートフォン、タブレットでも楽しめる
代表といえばJ SPORTSだろう。毎戦、速報、ライブステージ、パワーステージの生
中継を行っているだけでなく、各戦のプレビューと識者によって深く分析されたレビ
ューも放送されている。国内外のさまざまのモータースポーツを数多く扱っているだ
けあって情報の濃さも魅力のひとつ。ワンラン
ク上の環境で楽しむことができる。

数戦分が一回の放送に
ぎゅっと凝縮初 級

編

https://www.nhk.jp/timetable/130/s1/

昨年からWRCの特番がNHK BS1スペシャルで放送されているのをご存知だろうか。
直近では第3〜5戦までのハイライトが6月26日に放送された。不定期の番組である
ため、放送予定などの情報はキャッチしにくいのが少々難点ではあるものの、数戦分
のハイライトがまとめて放送されるため、情報がぎゅっと凝縮されているのが特徴だ。
次回は第６戦〜９戦のハイライトを10月上旬に放送予定とのこと。番組編成表をチ
ェックしてみよう。

アプリで手軽に
24時間365日見放題中 級

編

https://www.redbull.com/jp-ja/discover

https://www.youtube.com/c/RallyJapan/featured

スマートフォンだけでなく、Amazon Fire TVやPlayStation 4など各種デバイスに
対応しているRed Bull TVは、24時間365日見放題でさまざまな動画を楽しめるア
プリだ。WRCに関してはデイ1、デイ2、
デイ3のハイライトを無料で配信してい
る。残念なことに実況、解説ともに英語
音声のみとなっているが、それぞれ約
30分程度の映像で作られているため、
移動中などちょっとした時間に手軽に見
たい人にはオススメだ。

リアルタイムの公式映像を日本語解説で

“非日常”をすみずみまで堪能できる上 級

編

Toyota

Round 6
Pos ドライバー コ・ドライバー チーム／カー

1 S.オジエ J.イングラシア TOYOTA GAZOO RACING WORLD RALLY TEAM／ヤリスWRC
2 勝田貴元 D.バリット TOYOTA GAZOO RACING WORLD RALLY TEAM／ヤリスWRC
3 O.タナック M.ヤルベオヤ HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM／i20 Coupé WRC
4 G.グリーンスミス C.パターソン M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM／Fiesta WRC
5 A.フルモー R.ジャムール M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM／Fiesta WRC

Red Bull Content Pool

Red Bull Content PoolRed Bull Content Pool

※TOP5のみ

※TOP5のみ

※TOP3のみ

※ランキングは第7戦終了時点

Red Bull Content Pool©WRC Promoter GmbH

外からの迫力ある映
像だけでなく、オン
ボードカメラに映る
ドライバーの表情か
らもその気迫が伝わ
ってくる。独特なの
はアクセルワークが
分かる足元のカメラ
だろう。プロの足捌
きはマニアにはたま
らない映像だ。

https://www.wrc.com/en/

Red Bull Content Pool

Red Bull Content Pool

番 外

編
ラリージャパンオリジナル
コンテンツもお楽しみに！

史的な特集、ベストオブ特
集などスペシャルコンテン
ツも配信されている。　さ
らに公式ならではの機能も
兼ね揃えている。ラリー中
のドライバーをリアルタイ
ムにGPSで追跡し、地図上
で確認することができたり、
お気に入りのドライバーの
オンボード映像を楽しめるだけでなく、マ
ルチビデオ機能を使えばドライバーのパフ
ォーマンスを比較することもできるのだ。　
これらはすべてPC、スマートフォン、タ
ブレット、スマートテレビなどの多岐に渡
るデバイスに対応しており、いつでも、ど
こでも楽しむことができる。また、今年か
らは日本語の解説付きでSSを観戦できる
ようになったため、日本のファンにとって
はこれまで以上に公式サービスを有意義に
活用できるようになったと言えるだろう。

#Itsudemo Dokodemo WRC

WRCが毎戦リアルタイムの映像を配信し
ている有料サービス『WRC＋（wrcplus.
com）』は、WRCのコアファンには欠か
せない公式配信サービスだ。大会期間中の

オンデマンド配信に
より、遠く離れた国

でのラリーを観戦
することが可能
となっている。
各 SS の合間に
はドライバーの
インタビューや、
サービスパーク
での専門家によ
る分析や舞台裏
の話など多様な
コンテンツが盛
り沢山。他にも
ハイライトや歴

全ステージライブ＆

フォーラムエイト・ラリージャパン2021の
公式YouTubeも注目のひとつだ。今後、応
援サポーターたちによる開催市町のオスス
メスポット紹介など開催に向けてさまざま
な動画が公開予定となっている。ぜひ、こ
ちらもチェックしていただきたい。



WEB購入 限定特典：
2021年開催情報がデザインされたオリジナル
ナップザックに入れてお届けします。

氷

ラリージャパン応援サポーターの堀尾実咲です。実は、SSの
開催地をじっくり視察したのは今回が初めてでした。SSコー
スを実際にまわらせてもらったのですが、民家のすぐ横であっ
たり険しい山道で走るということは話では伺っていたものの、
いまいち想像できていませんでした。でも今回、「これはもの
すごい競技なんだ」ということを実感することができました。
また、いろいろな名産品を買ってワクワクしたり、地元ならで
はのお食事をおなかいっぱい食べて私もリフレッシュできちゃ
いました！　ラリーのときだけではなく、コロナが落ち着いた
らたくさんの方がこの地域に来ていただけるとうれしいです。
ということで、今回この地域の魅力をお伝えしたくて、たくさ
ん写真を撮ってきましたのでご紹介したいと思います！

「実咲ハンコ」を作っていただきま
した。どんどん使っていきたいです！　
小野さんありがとうございます！ 
ちなみにラリージャパンプレスの設
置もお願いしました。
■愛知県岡崎市康生通東1-22

初めて食べました！　野菜をスイーツに
するという発想が面白いですね。すごい
おいしかったです。これなら野菜嫌いな
お子さんでも食べられます！
■愛知県新城市作手清岳ナガラミ10-2

三河地方の夏の風物詩といえば
鮎！ 実は焼き魚はちょっと苦手
意識があったのですが、今回それ
を克服したかもです。皮がパリッ! 
身がふわっ! 塩味もちょうどよく、
本当においしかったです！
■愛知県新城市出沢橋詰19-2

寿恵廣食堂さんはナイアガラ(長篠堰
堤余水吐)を観ながら食事ができる最
高のシチュエーションです。ドライブ
の途中にぜひ伺ってほしいです。

設楽町の酒蔵・関谷醸造さんの直営販売店「だ
わり屋」さん。素敵なショップでいろいろな

こちらのトッピングはなん
と甘酒！　ふわっふわな氷
と甘酒のしっかりとしたお
米感がとても良いバランス

岡崎市千万町町に入るとこの大
きなのぼりが目に入ってきまし
た。ラリージャパンを歓迎して
いただいていると感じてとても
うれしくなりました。ラリージ
ャパンをきっかけに、千万町町
はもちろん、ラリージャパンに
関わるすべての地域の盛り上げ
のお手伝いができたらいいな。

岡崎市役所のすぐ近くにある酒蔵「丸石醸造」。二兎
のロゴがかわいくて、蔵のショップで前掛けを買って
しまいました。二兎は女性でも飲みやすいとお聞きし
たので、ぜひチャレンジしたいです。
■愛知県岡崎市中町6-2-5

2021年5月にオープンした「道
の駅したら」のつぐやさんでいた
だいた五平餅は、外パリパリ中フ
ワフワでおいしすぎました。それ
から、設楽町の名産
といえばトマトと茄
子とシイタケなんで
す。お母さんのお土
産に買いましたよ。

設楽町にある関谷醸造さんの
本社蔵にお邪魔しました。今
回の取材も最後ということで、
火入れ（加熱殺菌）も加水も
していない、蔵元でしか味わ
えないお酒をいただいてしま
いました。フルーティでくせ
がなくて、お酒があまり飲め

ない私でもすいすい呑め
てしまいました。
■愛知県北設楽郡設楽町
　田口字町浦22

オフィシャル スタッフオフィシャル スタッフ
ジャケット レプリカジャケット レプリカ

>>>>>>    https://rally-japan.jp/merchandise/https://rally-japan.jp/merchandise/

お買い求めはお買い求めは
公式サイトへ!公式サイトへ!

7月2日～4日、北海道虻田郡ニセコ町を舞台に開催された全
日本ラリー選手権第7戦『2021 ARK ラリー・カムイ』。
JN1クラスでは、今シーズンの開幕前から注目されていた新

れる。舞台となるのはフォ
ーラムエイト・ラリージャ
パン2021の開催地でもあ
る愛知県豊田市と岐阜県恵
那市。映画はラリーを通し

登場のGRヤリスvs熟成極まるSUBARU WRX STIの対決が繰
り広げられ、勝田範彦／木村裕介組が駆るトヨタGRヤリス
に軍配が上がった。最終SSまでもつれた熾烈なトップ3争い
はコンマ7秒差という僅差で決着。GRヤリス対WRX STIの
熱い戦いは今後も続きそうだ。

GRヤリスが今シーズン初勝利

フォーラムエイト・
ラリージャパン2021
開催地を舞台にした
映画が公開

クラス順位 ドライバー／コ・ドライバー 車名
JN1-1 勝田範彦／木村裕介 トヨタ・GR YARIS
JN1-2 新井敏弘／田中直哉 SUBARU WRX STI
JN1-3 鎌田卓麻／松本優一 SUBARU WRX STI
JN2-1 ヘイキ・コバライネン／北川紗衣 TOYOTA GT86 CS-R3
JN3-1 大竹直生／藤田めぐみ トヨタ 86
JN4-1 香川秀樹／松浦俊朗 ホンダ・シビック・タイプ R ユーロ
JN5-1 天野智之／井上裕紀子 トヨタ・ヴィッツ GR
JN6-1 吉原將大／石田裕一 トヨタ・ヤリス CVT

ラリー・ジャパン公式グッズ最新情報ラリー・ジャパン公式グッズ最新情報
2021年ver.がついに発売2021年ver.がついに発売
Web購入特典もついてくる！Web購入特典もついてくる！
オフィシャルスタッフが実際に着用する2021年ver.
ウェアの限定レプリカ版がついに発売開始しました。
PUMAの中綿入りウインドブレーカーで、表面の生
地は撥水・防風機能に優れ、しなやかなハニカムドビ
ー柄を採用しています。裏地にはタフタ（保湿性の高
い裏地起毛素材）を使用し、まとわりつかず快適な着
脱が可能になっています。襟元にはフードが収納され
ております。M/L/XLの3サイズ展開となります。

※特典は無くなり次第終了となります。会場販売では特典はつきません。

¥19,800（税込） ちとの繋がり”を描いたヒューマンストーリ
ーだ。9月24日より愛知・岐阜の一部劇場で
先行公開、10月1日より全国公開される。ま
た、この映画の撮影地となった鞍ヶ池公園の
プレイハウス前には、撮影で実際に使用され
たラリーカーが展示されている。鞍ヶ池公園
と言えば、フォーラムエイト・ラリージャパ
ン2021ではシェイクダウン会場となる予定。

て若者の“新たなチャレ
ンジ”と“故郷の仲間た

次回Rally Japan Press Vol.03は
2021年9月10日に発行予定です

>>>  otayori@rally-japan.jp

この秋、新たなラリー映画「僕
と彼女とラリーと」が公開さ

で、暑い夏
にぴったり。

■愛知県北設楽郡設楽町清崎字中田17番地7

お酒は魅力でしたが、お酒の仕込み水で作ったかき氷をいただき
ました。ボリュームもたっぷりで、最高においしかったです！
■愛知県新城市杉山大東23-6

Toyota
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