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第２戦 鈴鹿サーキット 
鈴鹿サーキット 国際レーシングコース １周 5.807km 

 

 

 

 

 
 

第３戦 ツインリンクもてぎ 
ツインリンクもてぎ ロードコース １周 4,801km 

 

 

 

 
 

 

大混戦必至の2008シーズン 

その行方を占う第２戦鈴鹿ラウンド、第３戦もてぎラウンド 
最終戦鈴鹿ラウンド、最後の最後に大逆転。わずか１ポイント差で松田次生が悲願のドライバーズ

チャンピオンを獲得した昨年のフォーミュラ・ニッポンシリーズ。今年も昨年タイトル争いを展開した松田、

小暮卓史、Ｂ・トレルイエ、本山哲、Ｌ・ディバル、Ａ・ロッテラーらの強豪選手が揃って出場。加えて優勝を

狙う中堅選手の台頭、さらには実力派ルーキーも参戦。昨年以上の大接戦が展開されそうな勢いだ。

そしてその中で誰がシリーズを制するのか!? その流れが見えるのが第２戦鈴鹿ラウンド、第３戦もてぎ

ラウンドの戦いだ。 

 

 

 

 

 

 

ピットに飛び込むか、そのまま走り続けるのか!? 

チーム戦略が勝敗を決める鈴鹿。予選結果が決勝を大きく左右するもてぎ。 
第2戦鈴鹿ラウンド、第3戦もてぎラウンドともに決勝レースは250kmの距離で争われる。鈴鹿では

途中のピットインなし、ガソリン補給をしなくてもなんとか走り切ることができる距離だが、燃費を気に

しながらの走行、加えてタイヤの消耗も考えると、途中ピットインを敢行し必要量のガソリンを補給、タイヤ

交換を行った方がラップタイムは大きく向上する。昨年は同じレース距離で争われたシリーズ第５戦で

決勝の作戦がピットインするグループ、しないグループに大きく分かれた。今年も同様、途中でピットに

飛び込むマシンと、そのまま走り続けるマシンがコース上で交錯することになりそうだ。 

一方ストップアンドゴーが多いコースレイアウトのもてぎは、ほとんどがピットインすると予想される。

そうなればやはりスターティングポジションが重要。ＰＰ（ポール・ポジション）スタートからリードを奪う

ことがベストだが、どのタイミングでピットインするのか、そしてピット作業のタイムロスをどこまで少なく

するかも大きな要素となる。チームの作戦が生きる鈴鹿に対して、もてぎはチーム、ドライバーの総合力が試される戦いとなりそうだ。 

 

5/10 SAT. ・ 11 SUN. 

2008.2.19 配信

２００８年 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン 

予選２００８ 決勝 

5/24 SAT. ・ 25 SUN. 
２００８ 予選 決勝 

●大会名称：2008年 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第２戦 鈴鹿ラウンド 

●同日開催：2008年 全日本フォーミュラ３選手権 第５戦＆第６戦 ／ 2008年 フォーミュラチャレンジ・ジャパン 第３戦＆第４戦 ／  

ホンダ エキサイティングカップ ワンメイクレース 2008 ～シビック・西日本シリーズ～ 第２戦 

●主  催：鈴鹿モータースポーツクラブ（ＳＭＳＣ） ／ 株式会社 モビリティランド 

●公  認：国際自動車連盟（ＦＩＡ） ／ 社団法人 日本自動車連盟（ＪＡＦ） 

●後  援：東京中日スポーツ ／ 中日スポーツ ／ 中日新聞社  

●大会名称：2008年 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第３戦 もてぎラウンド 
●同日開催：2008年 全日本フォーミュラ３選手権 第７戦＆第８戦 ／ 2008年 フォーミュラチャレンジ・ジャパン 第５戦＆第６戦 ／ 

ホンダ エキサイティングカップ ワンメイクレース 2008 ～シビック・インターシリーズ～ 第２戦 
●主 催：グループ.オブ.スピードスポーツ(ＧＳＳ) ／エムオースポーツクラブ（Ｍ．Ｏ．Ｓ．Ｃ） ／ 株式会社 モビリティランド 
●公 認：社団法人日本自動車連盟（ＪＡＦ） 
●後 援：宇都宮市 ／ 茂木町／ 宇都宮観光コンベンション協会 

小暮卓史 Ｂ・トレルイエ 本山哲 Ｌ・デュバル Ａ・ロッテラー 

2007年チャンピオン 

松田次生 
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今季は予選に注目! 鈴鹿ラウンド、もてぎラウンドでノックアウト方式採用!! 
鈴鹿サーキット、ツインリンクもてぎで開催されるフォーミュラ・ニッポンでは、ノックアウト方式の予選が採用される。Ｆ１で採用されているシステ

ムと同様のもので、まずはフリー走行の後、全車が出走して20分間のＱ１が行われ、ここで16位以下のマシンが振るい落とされることになる。

10分間のインターバルを挟んで、今度は上位15台が参加しての10分間のＱ２がスタート。ここで９位以下のグリッドが決定。また10分間のインター

バルを挟んで最後のＱ３、８台の精鋭によるＰＰ（ポール・ポジション）をかけた10分間の戦いが行われるのだ。わずかな時間の中で完璧なアタック

を決めなければＰＰをゲットできない。息詰まるアタック合戦となるのは確実で、逆に言えば８台全てにＰＰのチャンスがあると言っていいだろう。

まさに見応え十分のラストアタックとなる。 

 

 

2008フォーミュラ・ニッポンは最後まで話題満載!! 

新採用のパドルシフトがオーバーテイクシーンを演出! 第５戦鈴鹿、第６戦もてぎは

１大会２レース開催! ２レース目は初のリバースグリッド採用!! 
フォーミュラ・ニッポンの今季の話題のひとつが、パドルシフトが採用になったことだ。当初2009年からの採用予定だったが、それが１年早く使用さ

れることになった。これまで右手でコックピット横のレバーを操作していたが、ステアリングの内側に取り付けられたパドルを指ではじいてシフト

アップ、シフトダウンができるものになる。これでドライバーはコーナリング時にステアリングから手を離すことなく操作が行える。さらに接戦

が展開されるとともに追い抜きシーンも増えると予想される。鈴鹿、もてぎの新しいオーバーテイクポイントも出現しそうだ。 

そしてこの激戦を強力に後押しするのが第５戦鈴鹿、第６戦もてぎで行われる１大会２レース制。スリリングで迫力あるスタートシーンが

２度観られるだけでなく、２レース目は初めての試みとなるリバースグリッドが採用されるのだ。９位以降は１レース目のフィニッシュ順にグリッド

に並ぶが、上位８台は逆に並ぶ。つまり８位のマシンがＰＰ（ポール・ポジション）、７位が２番手

と言うわけだ。１レースごとにポイントが与えられるため、もちろんトップフィニッシュが最重要

だが、２レース目のＰＰ、つまり８位をめぐる攻防戦もし烈を極めそう。８位と９位フィニッシュ

では天と地ほどの差があるのだ。2008フォーミュラ・ニッポンはまさに目が離せないシーズ

ンが続くことになる。 

 

 

 

 

 

 

鈴鹿サーキット／ツインリンクもてぎ 

フォーミュラ・ニッポン開催日程
 

第2戦：鈴鹿サーキット 5月11日決勝 

第3戦：ツインリンクもてぎ  5月25日決勝 

第5戦：鈴鹿サーキット 7月13日決勝 

第6戦：ツインリンクもてぎ  8月10日決勝 

松浦孝亮フォーミュラ・ニッポン参戦決定！ 
昨年までアメリカのトップカテゴリー、ＩＲＬインディカー・シリーズを戦っていた松浦孝亮のフォー

ミュラ・ニッポン参戦が決定した。98年にSRS-F（鈴鹿サーキットレーシングスクール フォーミュラ）を

卒業しスカラシップを獲得。その後00年にフォーミュラ・ドリームのチャンピオンを獲得すると翌年から

ドイツＦ３選手権に参戦。02年には1勝を記録してシリーズランク２位に輝いている。04年からはアメ

リカＩＲＬに参戦。この年インディ500マイルレースと、ＩＲＬシリーズでルーキー・オブ・ザ・イヤーをＷ

受賞する活躍を見せた。 

松浦が日本を舞台に戦うのは８年ぶり、フォーミュラ・ニッポンは初めてだが、これまでの実績を考え

ればルーキーと呼ぶにふさわしくない。事実昨年鈴鹿サーキットで行われたフォーミュラ・ニッポン、

ルーキーオーディションでいきなり好タイムを記録したほどだ。特に鈴鹿サーキットは松浦が育った

場所。これまでのキャリアを生かしての上位進出も期待できそうだ。 
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チケットのお求めは 券種によってお取り扱いのない窓口もございます

■鈴鹿サーキットレースチケットセンター 3月11日(火)～5月10日（土）まで（販売時間 10:00～16:30） 

■鈴鹿サーキット電話通信販売 059-378-1100（通販専用） 3月11日(火)～5月4日（日）まで（販売時間 10:00～16:00） 

■MOBILITY STATION   http://mls.mobilityland.co.jp/ 3月11日(火)10:00～5月5日（月）9:00まで（24時間受付） 

3月11日(火)～5月10日（土）（一部販売期間が異なる店舗がございます。） 
●電子チケットぴあ ●セブンドリーム・ドットコム ●CN プレイガイド ●ローソンチケット ●イープラス ●JTB ●近畿日本ツーリスト 

●日本旅行 ●トップツアー ●名鉄観光 ●セブン-イレブン ●ローソン ●ファミリーマート ●サークルＫ・サンクス ●am/pm 

※コンビニには時間帯に制約があります。※販売店によって、一部取り扱いのない券種があります。 

チケットに関するお問い合わせ：鈴鹿サーキットレースチケットセンター 059-378-1111（代） 

第２戦鈴鹿サーキット ３月1１日（火）チケット販売開始！ 

 

前売ファミ得チケット ２日間有効 
S1･S2･Eエリア付き（決勝日のみ有効） 
パスポート付き（土･日いずれか１日） 

大人２名 ＋ 

子ども1名（３歳～高校生） 
追加券 大人 

追加券  子ども 

（３歳～高校生） 

13,000円 6,000円 3,000円 
 

前売エリア指定席券付き観戦券 ２日間有効 
S1･S2･Eエリア付き（決勝日のみ有効） 
パスポート付き（土･日いずれか１日） 

大人観戦＋Ｓ１・Ｓ２・Ｅエリア 6,000円 

前売観戦券 ２日間有効 

大人 

（パスポート付き） 

ペア（大人２名） 

（パスポート付き） 

中学・高校生 

（入場のみ） 

5,000円 9,000円 1,600円 
 

前売指定席券 決勝日のみ有効・別途観戦券必要 

Ｖ席 Ｓ１・Ｓ２・Ｅエリア 

5,000円 1,500円 
 

チームサポーターズシート観戦券 ２日間有効 
S1･S2･Eエリア付き（決勝日のみ有効） 

大人（パスポート付き） 中学・高校生（入場のみ） 

6,000円 1,600円 

当日観戦券 

 大人 ３歳～高校生 

予選日（土） ゆうえんち入園料 

決勝日（日） 6,000円 ゆうえんち入園料
 

当日指定席券 
決勝日のみ有効・別途観戦券必要 

Ｖ席 Ｓ１・Ｓ２・Ｅエリア 

5,500円 2,000円 

※３歳～高校生以下の方の当日券はゆうえんち入園料となります。 
★中学・高校生：1,600円／小学生：800円／3歳～未就学児：600円 

※高校生以下の方は、S1・S2・Eエリアへ無料でご入場いただけます。
※観戦券(一部券種を除く)にセットされているパスポート(レ－ス開催

日いずれか1日有効)は「ゆうえんちのりもの乗り放題モートピアパス
ポート」となります。 

※指定席券は決勝日のみ有効です。  
※ペアチケットは前売りのみの発売で、２名セットとなります。 
※エリア指定席券付観戦券は前売のみの発売となります。 
※エリア指定席券ご購入のお客様は、グランドスタンド前とE席前の

サーキットビジョンにてレースを快適にご観戦いただけます。 
※Ｖ指定席券をお持ちの方は、VIPテラス・S1・S2・Eエリアへの入場が

できます。 
※Ｖ席をご利用の場合、３歳以上共通料金となります。 
※VIPテラスのご利用は、Ｖ席指定席側から入退場をお願いします。 

(VIPスイートにあるエレベーターはご利用いただけません。) 
※前売指定席券完売の場合、当日指定席券は販売いたしません。 

お早めにお求めください。 
※チームサポーターズシートはMOBILITY STATIONのみでの販売となり

ます。 

パドックパス 別途観戦券必要 ２日間有効 
 大人（中学生以上） 子ども（３歳～小学生） 

パドックパスＡ 12,000円 2,000円 

パドックパスＢ  6,000円 1,500円 
※パドックパスのご購入には観戦券が別途必要です。  
※パドックパスAはピット上ホスピタリティーブースでもご観戦いただ

けます。パドックパスBはピット上へのご入場がいただけません。 
※パドックパスをご購入いただいたお客様は、S1・S2・Eエリアでのご観

戦、激感エリアへのご入場、ピットウォークもお楽しみいただけます。 
※ホスピタリティーブース上から直接ピットウォークの並び列にお

入りいただく事はできません。パドックの並び列より、順番にお並
びいただきます。  

※前売パドックパス完売の場合、当日パドックパスは販売いたしません。 

ピットウォーク券 

 大人（中学生以上） 小学生以下 

予選日（土） 2,000円 無料 

決勝日（日） 2,000円 無料 
※開催当日現地にて販売となります。前売販売はございません。  

※ピットウォーク時に、脚立の持込はご遠慮ください。  

★★VIPスイート(前売）／スペシャルボックス(当日)も販売！ 詳細が決まり次第、ホームページにてご案内します★★ 

［価格は全て税込］

鈴 鹿 、もてぎのチケット・グッズが同 時 に買 える新 オンラインショップ 「MOBILITY STATION」オープン！ 

詳 しくは http://mls.mobi l i ty land.co. jp/ にアクセス！
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第３戦ツインリンクもてぎ ３月２２日（土）チケット販売開始！ 

前売観戦券 ２日間有効 

大人 
(高校生以上） 

子ども 
（3歳～中学生） 

ファミリー 

（大人２名＋子ども２名＋駐車券１台分）

5,000円 700円 11,000円 
※前売観戦券・駐車券の販売期間は3月22日(土)から5月23日(金)

となります。 

当日観戦券 

 大人(高校生以上） 子ども（3歳～中学生）

予選日（土） 3,000円 

決勝日（日） 6,000円 
700円 

（2日間有効） 
 

チームサポーターズシート観戦券 ２日間有効 

大人 
(高校生以上） 

子ども 
（3歳～中学生） 

6,000円 700円 
※ツインリンクもてぎチケットセンター（窓口・電話）、MOBILITY STATION

での販売となります。詳細についてはツインリンクもてぎの公式

ホームページをご覧ください。 
 

チケットのお求めは 券種によってお取り扱いのない窓口もございます

■ツインリンクもてぎチケットセンター 窓口販売 

3月22日（土）10:00～5月23日(金)17：00まで 

営業時間  3月：10:00～16:30 

4・5月：平日 9:30～17:00 / 土日祝 9:30～17:30

■ツインリンクもてぎチケットセンター 電話販売 

0285-64-0080 

3月22日（土）10:00～5月18日(日)17：30まで 

営業時間  3月：10:00～16:30 

4・5月：平日 9:30～17:00 / 土日祝 9:30～17:30

■MOBILITY STATION   http://mls.mobilityland.co.jp/ 3月22日（土）10:00～5月19日(月)9：00まで（24時間受付） 
 

3月22日（土）～5月23日（金）（一部販売期間が異なる店舗がございます。） 
●チケットぴあ ●ローソンチケット ●ｅ＋（イープラス） ●CNプレイガイド 
●ホンダウエルカムプラザ青山 ●ショッピングセンターもぴあ ●道の駅もてぎ もてぎプラザ ●鈴鹿サーキットレースチケットセンター 
●セブンイレブン ●ファミリーマート ●ローソン ●サークルＫ ●サンクス ●am/pm ●セーブオン 
※右記のコンビニエンスストアでは、一部取り扱いのない店舗がございます。[am/pm、セーブオン] 

■チケットに関するお問い合わせは．．．ツインリンクもてぎチケットセンター 0285-64-0080 

前売駐車券 
２日間有効 

４輪・バス ２輪 コースサイド 

1,000円 500円 3,000円 
※前売観戦券・駐車券の販売期間は3月22日(土)から5月23日(金)

となります。 

当日駐車券 

 ４輪・バス ２輪 コースサイド

予選日（土） 2,000円 500円 

決勝日（日） 2,000円 1,000円 
4,000円

※コースサイド駐車券にて、ロードコース外周（Ｓ字～Ｖ字～ヘアピ
ン手前）脇のコースサイド駐車場に駐車出来ます。 

※コースサイド駐車場は観戦エリア内となるため、別途観戦券が必要です。 
※前売４輪駐車券をお持ちのお客様は、当日、差額にてコースサイ

ド駐車券に変更できます。 
※コースサイド駐車券は前売券が完売となった場合、当日券の販

売はいたしません。 
※コースサイド駐車場は観戦エリア内のため夜間の留め置きは出

来ません。ステイエリアはＰ32となります。また、翌日の入場の際
の入場待機場所はＰ２となります。  パドックパス 別途観戦券必要 2日間有効 

5,000円 
※パドックパスの販売窓口はツインリンクもてぎチケットセンター

（窓口・電話）及びMOBILITY STATION、チケットぴあ、ローソン

チケット、CNプレイガイド、ｅ+（イープラス）およびコンビニエンス

ストアとなります。 

※3,000枚の限定販売となります。また、前売で完売の場合、当日

券の販売はいたしません。  

ピットウォーク券 別途観戦券必要 

予選日（土） 1,000円 

決勝日（日） 1,000円 
※ピットウォークの販売窓口はツインリンクもてぎチケットセンター

（窓口・電話）及びMOBILITY STATIONのみとなります。  
※各日2,000枚の限定販売となります。 また、前売で完売の場合、

当日券の販売はいたしません。  

★★VIPスイート・VIPテラス(前売）も販売！ 詳細が決まり次第、ホームページにてご案内します★★ 

［価格は全て税込］

鈴 鹿 、もてぎのチケット・グッズが同 時 に買 える新 オンラインショップ 「MOBILITY STATION」オープン！ 

詳 しくは http://mls.mobi l i ty land.co. jp/ にアクセス！


