
【 プレスリリース 】 

よさこいモーターフェス実行委員会／2019年12月9日 

「よさこいモーターフェス 2020」を年明け2020年1月5日（日）に高知市中央公園で開催。 
2020年のお正月に高知初の大型モーターフェスが爆誕！入場料無料！ 

 

YOSAKOI MOTOR FES. 2020 Webサイト 
https://motor-fes.moriagetai.org/ymf2020/ 

概要 

よさこいモーターフェス2020は、年明け2020年1月5日（日）に高知市中央公園で開催されるお正月イベントです。 

会場となる高知市中央公園内には、スポーツカーやクラシックカーなどレアな自動車を約40台展示。グルメブースやイ
ベントブースなども楽しめます。メインステージでは、カラオケ大会やマジックショー、ダンスショーなどのステージ
ショーも開催されます。 

よさこいモーターフェスは車好きでもそうでなくても、お子様から大人まで楽しめるイベントです。 

ハイライト 

1. ご来場特典として、小学生以下のお子様には、先着でポケットトミカ（限定100個）またはティアラ
（限定50個）をプレゼント！ 

2. 抽選で景品がもらえるお楽しみ抽選会！ 
3. スーパーカーやクラシックカーなどが一斉に高知の街を走り抜けるオープニング・ラン！ 
4. マジックショーやダンスショー、ライブステージ、カラオケ大会など豊富なステージイベント！ 

https://motor-fes.moriagetai.org/ymf2020/


実施イベント 

よさこいモーターフェス2020では次のイベントを予定しています。 

1. オープニング・ラン 
2. オープニング・セレモニー ／ Mrs. Japan ASP ウォーキングショー 
3. 車両展示 
4. 乗車フォトタイム 
5. オーナーさんインタビュー 
6. YMF ベスト・カー 2020 
7. YMF ベスト・カー お楽しみ抽選会 
8. モータークイズ大会 
9. YMF のど自慢大会 2020 
10.鈴木勝幸・陸奥出海 マジックショー 
11.寺川佐希 ライブステージ 
12.VIAN’ ダンスショー 
13.YMF フォトブース 
14.グルメブース 

時間 開催イベント 概要

８時 オープニングラン 
8:00～9:00 スーパーカーやクラシックカーなどが高知の街を走り抜ける

９時 会場整理

10時 オープニングセレモニー 
10:00～10:40 来賓挨拶／開会宣言／Mrs. Japan ASP ウォーキングショー

11時

クイズ大会 
11:00～11:30 来場者参加のクイズ大会（賞品あり）

乗車フォトタイム／オーナーインタビュー 
11:30～12:00

展示車に乗って写真撮影（事前に整理券配布） 
展示車オーナーへのインタビュー

12時 のど自慢大会 
12:00～14:00 一般参加者によるカラオケ大会

13時

14時

マジックショー 
14:00～14:30 マジックショー

乗車フォトタイム／オーナーインタビュー 
14:30～15:00

展示車に乗って写真撮影（事前に整理券配布） 
展示車オーナーへのインタビュー

15時

ライブステージ 
15:00～15:30 ライブステージ

ダンスショー 
15:30～16:00 Dance Studio VIAN’ ダンスショー

16時

YMFベスト・カー2020 表彰式 
16:10～16:25 ベスト・カー投票結果発表・表彰式

お楽しみ抽選会 
16:25～16:45 お楽しみ抽選会

閉会 
16:45～16:50 閉会



オープニング・ラン 

スーパーカーがクラシックカーが高知の街を走り抜ける！ 

よさこいモーターフェスは２０２０年１月５日（日）午前１０時の開始ですが、開始の少し前、午前８時よりオープニ
ング・ランを行います。展示車両が会場搬入前に高知の街を走り抜けます（もちろん交通ルールを守った安全運転で
す）。多数のスーパーカーやクラシックカーなどのレアカーが一度に走るというのは、なかなか見られる光景ではあり
ません。 

走行コースは事前に公式サイトにて発表します。 

Mrs. Japan ASP ウォーキングショー 

Mrs.Japan ASP 日本代表 & Asia Supreme Pageant ELEGANT「元吉 望」を筆頭に10
名以上のモデル達が車両を展示している会場を使ってウォーキングショーを披露。イベン
トのオープニングを華やかに彩ります。 

開催時刻　10:20～10:40 ／　開催場所　メインステージ・車両展示スペース 

主な出演者紹介 

Mrs.Japan ASP 日本代表 & Asia Supreme Pageant ELEGANT　元吉 望、他 

車両展示 

スーパーカーやクラッシックカーを間近でじっくりと。 

中央公園内に約40台の自動車と約10台のバイクを展示。フェラーリやランボルギーニなどのスーパーカー、キャデラッ
クフリーウッドやロータスヨーロッパなどのクラシックカー、その他ユニークな車や懐かしの車など、普段ではなかな
か見られない車両を間近でじっくりとご覧いただけます。 

今回の展示車のナンバーワンを来場者の投票で決める「YMFベスト・カー」、展示車両に乗り込んで写真撮影が行える
「乗車フォトタイム」、展示車の持ち主の人となりに迫る「オーナーさんインタビュー」もあります。 



YMF ベスト・カー 2020 

来場者による投票でよさこいモーターフェス2020の展示車ナンバーワンを決める！ 

よさこいモーターフェス2020で展示した車両の中で一番の車を一般来場者の投票によって決定します。投票結果は午後
４時頃からの「YMFベスト・カー2020表彰式」にて発表し、投票数の多かった車のオーナーさんを表彰します。 

また、ベスト・カーの投票をしていただくと、表彰式後に行われる「お楽しみ抽選会」の抽選参加券がもらえます。当
選者には景品を用意しておりますので、投票された方はそちらにもぜひご参加ください。 

投票受付　11:00～15:00／表彰式　16:10～16:25／抽選会　16:25～16:45 
投票受付場所　本部（メインステージ東）／表彰式・抽選会　メインステージ 

YMF ベスト・カー お楽しみ抽選会 

YMF ベスト・カー 2020の投票に参加すると抽選で賞品をプレゼント！ 

よさこいモーターフェス2020 ベスト・カーに投票していただいくと、ベスト・カーの表彰式後に行われるお楽しみ抽
選会に参加できます。抽選で当選された方には賞品をプレゼント！ 

YMF のど自慢大会 2020 

自慢の歌やパフォーマンスで優勝を争う一般参加者による「のど自慢大会」。 

事前に募集をした一般参加者の方々が自慢の歌やパフォーマンスで競い合う。審査員の採点で大会優勝者を決定、表彰
（賞品あり）します。 

応募については、年齢・性別・歌唱力も問いません。一応、コンテストの形式ですが、お正月の余興というのが雰囲気
で楽しんでいただきたと考えておりますので、お気軽にご応募ください。基本は一般の方ですが、プロやセミプロの方
でも参加したいという方がおられましたらご参加ください。 

のど自慢大会の募集期間は2019年12月23日までとなっています。 
YMFのど自慢大会2020への参加については、応募ページをご覧ください。 

開催時刻　12:00～14:00 ／　開催場所　メインステージ 
主な出演者紹介 



よさこいモーターフェス実行委員 
Mrs.Japan ASP 日本代表 & Asia Supreme Pageant ELEGANT　元吉 望 
2018年全日本歌唱力選手権決勝大会ファイナリスト　寺川佐希 
他 

マジシャン鈴木・陸奥出海 マジックショー 

高知を拠点に活躍する「マジシャン鈴木」と「超マジシャン 陸奥出海」の二人が行うマジックショー。 

開催時刻　14:00～14:30 ／　開催場所　メインステージ 

出演者紹介 

マジシャン鈴木 
高知在住のプロマジシャン。県内外で年間250回以上のパフォーマンスを行う。テレビ出演はもちろん、学校や結婚
式、ディナーショーと幅広く活躍中！ 

超マジシャン 陸奥出海（むつ いずみ） 
マジックショーやバルーンアート、ジャグリングなど、高知のお祭りやイベントを中心に活躍するマジックパフォー
マー。 

寺川佐希 ライブステージ 

高知生まれの未来の歌姫が圧巻のライブステージで魅せる！ 

地元や全国のカラオケ大会で数々の受賞歴をもつ高知在住の15歳の女の子「寺川佐紀」さん。高知から羽ばたく未来の
歌姫のライブステージをお楽しみください。 

開催時刻　15:00～15:30 ／　開催場所　メインステージ 

出演者紹介 



 
寺川佐希 
2004年6月21日生まれ、現在15才の中学３年。特技は縄跳びと腹話術。 
【 受賞歴 】 
2017年　クラウン歌謡フェスティバル四国大会優勝 
全国クラウン歌謡フェスティバル決勝大会　審査員特別賞 
2017年日本カラオケボックス大会高知大会　優勝 
全国日本カラオケボックス決勝大会　熱演賞 
2017年NAK中国四国大会　最優秀歌唱賞 
2018年全日本歌唱力選手権決勝大会4位（歌唱王／日本テレビ） 

VIAN’ ダンスショー 

Dance Studio VIAN' が多彩なダンスで観客を魅了する！ 

高知のダンススタジオ「VIAN'（ヴィアン）」によるダンスショーケース。様々なダンスコンテストでも優勝し、10代
から演者・指導者としても活躍する「Kyona」をはじめとするヴィアンのダンサーが、WAACK・JAZZ・HIPHOP・
ROCK・GIRLS HIPHOPなど、多彩なジャンルのダンスを披露する。 

開催時刻　15:30～16:00 ／　開催場所　メインステージ 

主な出演者紹介 

Kyona（19） 
3歳からJAZZダンスを始め県内外や海外で様々なジャンルを学び、ダンスバトルやコンテストに挑戦、ショーケースや
フラッシュモブなどにも多数出演。 
16歳という若さでインストラクターになり、育成チームを入賞させている。 
現役としてもまだまだ活躍の場を広げている。 
【 経歴 】 
Move In Motion Vol'2 優勝 
BATTLE STEP Vol'10 優勝 
4DF 高知予選クルー部門優勝 
第2日曜日はダンスの日 優勝 
The Connection Vol'3 優勝 
テレビCM 舞台 振り付け/出演 DDよさこいチーム 2018 指導責任者 
アメリカNY STEP YA GAME UP HIPHOP Best16 



アメリカNY STEP YA GAME UP KIDS Best16 
高等学校ダンス部 振り付け/構成 
OSN WAACK 一次予選通過 

YMF フォトブース 

イベントに来てくれた小学生以下のお子様には先着でご来場プレゼントを進呈！ 

ご来場プレゼントは当日の午前１０時より、イベントフォトブースにて配布します。プレゼントを貰ってフォトブースで
記念の写真撮影をどうぞ。 

プレゼントは「カチューシャ ティアラ（先着５０名）」と「ポケットトミカ（先着１００名）」がありますので、お一
人様につき、どちらか１個をお選びください。先着でのプレゼントとなりますので、なくなり次第プレゼントは終了と
なります。お早めにお越しください。 

プロのカメラマンによる写真撮影も無料で行います。モデル達とのフォトセッションもあります。 

グルメブース 

高知の地元の味に舌鼓 

イベントといえばグルメブースは欠かせない存在。よさこいモーターフェスでも15以上のグルメブースが立ち並び、高知
の地元の味を愉しめるお店も出店します。 

主なグルメブース 
あきちゃんからあげ／うーどる／土佐のかき小屋／雷電エレメンテwith加藤商店／からあげ専門店鶏笑　等 

趣旨と目的 

高知県内には１００台を超えるスーパーカーが所有されていますが、それらのスーパーカーは一部のグループやチームの
間で披露されているだけで、多くの方々の目に触れることはあまりありません。そんなスーパーカーやクラシックカー
を高知市の中心地に集め、多くの方にご覧いただきたいというのが『よさこいモーターフェス』の趣旨です。 

車のイベントと聞くと、車好きが集まるイベントのように感じますが、実際には幅広い層が興味をもっているコンテン
ツです。 

1970年代のスーパーカーブームを体験した世代は広く、最近ではユーチューブなどでもスーパーカーを取り扱った動画
が多く視聴されており、小さな子ども達で言えば、トミカなどクルマのミニチュア玩具の人気は衰えることがありませ
ん。このように、希少な車に対する関心は幅広い世代であります。 



他県のモーターイベントを見ても、モーターファンやファミリーなど多くの方々の来場があり、県外からの観光客もみ
られます。『よさこいモーターフェス』におきましても、高知市の『地域おこし』を目的とし、開催を積み重ねること
で『高知の観光資源』として貢献したいと考えております。 

よさこいモーターフェス 2020 開催概要 

※イベント内容などは変更となる場合がございます。 

本資料に掲載されている写真等の画像は、本イベントに関する情報発信に関して、自由にご利用いただけます。 
本資料、イベントロゴデータは公式サイトよりダウンロードが可能です。 

https://motor-fes.moriagetai.org/ymf2020-press-release/

名称 よさこいモーターフェス 2020

日時 2020年1月5日（日曜日） 
午前10：00 ～ 午後5:00

場所 高知市中央公園

入場料 無料

雨天時 雨天時も開催します。 
※荒天時は中止となる場合がございます。

開催団体 主催：よさこいモーターフェス実行委員会 
共催：一般社団法人高知県飲食観光事業協会

後援 高知県 
高知市 
公益社団法人高知市観光協会

お問い合わせ先 一般社団法人 高知県飲食観光事業協会 
〒780-0822 高知県高知市はりまや町二丁目 1-11 2F 
TEL：088-802-7320（平日 10:00 ～ 18:00） 
FAX：088-802-7310 
E-mail：motor-fes@moriagetai.org
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