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4月5日（土）・6日（日）にツインリンクもてぎで開幕を迎える2008年ＭＦＪ全日本

ロードレース。3月11日（火）のツインリンクもてぎでの合同テストでは亀谷長純が

トップタイムを記録!! 
2008年MFJ全日本ロードレースの開幕を約1ヵ月

後に控えた3月11日（火）、開幕戦の舞台となる

ツインリンクもてぎで合同テストが行われた。 

この日は、まさに春到来を思わせる陽気で、

絶好のテストコンディション。自然と各チームともに

熱の入ったテストとなり、JSB1000に出場する

Team桜井ホンダの亀谷長純が1分51秒195のトップ

タイムを記録した。「一発のタイムだから、満足は

していない」と亀谷は語るが、Honda CBR1000RR

は今年からフルモデルチェンジされており、亀谷にとってはこの日がシェイクダウン。 

それでこのタイムとなれば手応えは十分で、一気に優勝候補に躍り出た形。 

亀谷と同じ新型Honda CBR1000RRを駆るライダーは、伊藤真一、山口辰也、手島雄介、徳留和樹、安田毅史、辻村猛と

そうそうたる顔ぶれ。今年もまた厚い層を誇るHonda勢だが、Hondaライダーにとっての最大のライバルは、同じマシンを駆る

ライダーということになる。 

さて、昨年のチャンピオン渡辺篤が抜けたヨシムラは、ヨシムラスズキwithデンソーIRIDIUM POWERから酒井大作、ヨシムラ

スズキwith JOMOから秋吉耕佑がエントリー。テストでは二人とも転倒してしまうが、「マシンは2年目を迎えて熟成方向にあり、

まったく問題ない」と口を揃える。ヨシムラにとって、今年は、全日本はもちろん鈴鹿8耐でも連覇がかかった重要なシーズンだ。 

また、YSP&PRESTOレーシングから3年目のシーズンを迎える中須賀克行は、「2月上旬にセパン（マレーシア）でテストを

して、昨年よりもアベレージスピードが上がり好感触です」と語り、「目標はチャンピオン獲得」と意気込む。また、昨年の全日本

ST600でランキング3位となった佐藤裕児が、ワイズギアレーシングからJSB1000にステップ

アップし、注目を集める。 

なお、デイトナでのレース参戦のためにこの日のテストを欠席したTEAM GREENの柳川明だが、

新型カワサキZX-10Rは「開発段階から、可能な範囲で僕の要望を取り入れてもらいました」と

いうもので、「レースでも、より以上に高いポテンシャルを発揮してくれる」と自信のコメント。 

開幕戦ツインリンクもてぎでは、昨年に続いてノックアウト方式の予選が行われる。誰もが狙う

開幕戦からのスタートダッシュだが、まずはこのノックアウト方式予選でライバルを先制し、そして

真っ先にレースのチェッカーを受けるのは誰か。注目の一戦は、4月5日（土）にノックアウト

方式予選、6日（日）に決勝レースを迎える。 

 

2008.3.22 配信

4/5 SAT. ・ 
予選 ２００８ 

6 SUN. 
決勝 

●大会名称 ：２００８ ＭＦＪ全日本ロードレース選手権シリーズ第１戦 もてぎスーパーバイクレース 

●開催クラス：ＪＳＢ１０００ ／ ＳＴ６００ ／ ＧＰ２５０ ／ ＧＰ１２５ ／ ＧＰ－ＭＯＮＯ 

●主  催 ：財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会（ＭＦＪ） ／ 株式会社モビリティランド ツインリンクもてぎ 

●公  認 ：財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会（ＭＦＪ） 

●後  援 ：文部科学省 ／ 茂木町 ／ FM NACK5 

●協  力 ：エム・オー・スポーツクラブ（Ｍ．Ｏ．Ｓ．Ｃ．） 

２００８ ＭＦＪ全日本ロードレース選手権シリーズ第１戦 もてぎスーパーバイクレース

ツインリンクもてぎ ロードコース １周 4,801.379m

亀谷長純 

酒井大作 

徳留和樹（右）と手島雄介（左） 

伊藤真一 山口辰也 安田毅史 秋吉耕佑 中須賀克行 佐藤裕児 
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ST600、GP250、GP125、GP-MONOも激戦必至!! 
ST600では 、チ ャンピ オンゼッケン1をつ けて出場す る小西良輝（Honda 

CBR600RR）がタイトル防衛に意欲を示しつつ、「周りは打倒・小西で向かってくるわ

けで、そうしたポジションにいることができるのがうれしいし、心地よいプレッシャー」

と語る。そしてこの打倒・小西の最右翼が、昨年ランキング2位の高橋英倫（カワサキ

ZX-6R）だ。また、今年から新型

ヤマハYZF-R6に乗る武田雄一、

同じくマシンが新型化されて戦闘

力が高まったと語るスズキ勢の

寺本幸司（スズキGSX-R600）も

注目だ。 

 

GP250では、昨年のチャンピオン宇井陽一が「明日開幕しても大丈夫」と好調をアピール。この王者に、昨年ランキング2位

の高橋巧、富沢祥也らが、どのような戦いを挑むかに注目したい。 

GP125では、DyDo MIU Racing Team-i.Fに移籍した昨年のチャンピオン岩田裕臣と、昨年のチャンピオンチームである

TEAM PLUS ONEに移籍した渡辺一馬の戦いに注目だ。さらにこのクラスには、ティーンズライダーによるユースカップが設

定されており、3月11日（火）にMFJから発表されたエントリーリストには、11名の若きライダーが名を連ねている。中でも、昨

年のもてぎロードレースチャンピオン山田誓己（14歳）、元世界GPライダー上田昇氏が監督を務めるTeam NOBBYの日浦徹

（14歳）と日浦大治朗（13歳）の兄弟に話題が集中。さらに、このクラスには今年から4ストローク250cc単気筒エンジン搭載マ

シンが混走となる。専用に開発されたエンジンを使用する「プロト」と、市販モトクロッサー・エンデューロレーサーのエンジン

を使用する「プロト2」だが、ベテラン仲城英幸がプロト2で

エントリー。また、F.C.C. TSR藤井正和監督の長男・謙汰も

プロト2でフル参戦だ。 

GP-MONOでは、昨年ランキング2位の中木亮輔が、乃

村康友とともにモリワキMOTULレーシングから年間エント

リーしており、中心人物となることは間違いない。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もてぎスーパーバイクレース イベント情 報！ 

ステージイベント 
4月5日（土）・6日（日）両日、特設ステージでは「ライ

ダートークショー」「チームＰＲステージ」「ツインリンク

もてぎエンジェル＆コチラクイズ大会」など魅力的な

イベントを多数開催予定！ 
 

 

MotoGPチケット先行予約受付 
4月5日（土）・6日（日）限定で、2008年9月26日（金）～

28日（日）にツインリンクもてぎロードコースで開催される

MotoGP日本グランプリのチケット先行予約販売を実施。 

 

■日時：４月５日（土）６（日） 8:00～ 

■場所：中央エントランス特設ブース 

高橋英倫 武田雄一 寺本幸司 

GP250 

富沢祥也 

GP125 

山田誓己 

プロト 

仲城英幸 

GP-MONO 

中木亮輔 

小西良輝 

JSBライダー集合写真 
4月5日（土）ピットウォークの時間帯にJSB参戦ライダーの集合写真撮影がロード

コース、ホームストレート上で行われる。ピットウォークに参加して集合写真を撮ろう！ 
 

■日時：４月５日(土)12時ごろ 

■場所：ロードコース、ホームストレート 
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チケット好評販売中！ 

スーパーバイクオーナーズミーティング 
市販車をベースにするJSB1000クラスのマシン。ベースマシンとなる各メーカーのスーパーバイクを所有するオー

ナーを対象にしたミーティングを開催。クラブ単位、個人・タンデムでの参加ができます。魅力的な特典も多数用意！

ぜひご参加ください。 
 

■内 容 特典① ： 全日本ロードレース観戦 

特典② ： サーキットクルージング（昼インターバルにロードコース１周） 

 特典③ ： オーナーズクラブ専用パーキング（スーパースピードウェイ上） 

 特典④ ： 2008MotoGP日本GPプログラムに集合写真を掲載 

※写真はバイクメーカーごとのライダー全員集合写真となります 

■日 時 2008年4月6日（日） 8:00～16:00 

■対 象 HondaCBR ヤマハYZF スズキGSX カワサキZX-Rのオーナー 

 年式・排気量は不問 クラブ・個人での申し込み 

■申 込 ツインリンクもてぎ チケットセンター 0285-64-0080 

 MOBILITY STATION http://mls.mobilityland.co.jp/ 

■募集期間 2008年2月16日（土）～3月30日（日） 

■料 金 前売観戦券（2日間有効）大人：3,500円 スーパースピードウェイ駐車、ロードコース体験走行料金含む 

前売観戦券（税込） 
２日間有効 

大人 

（高校生以上） 

オーナーズ 

ミーティング 

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）

3,200円 3,500円 700円 7,400円 

※前売観戦券の販売期間は4月4日(金)までとなります。 

※オーナーズミーティングの販売期間は3月30日（日）までとなります。 

※ファミリーチケット購入者は限定ツアーの抽選会に参加できます。 

当日観戦券（税込） 

 大人（高校生以上） 子ども（3歳～中学生） 

4月5日（土） 2,000円 

4月6日（日） 4,000円 

700円 

（2日間有効） 

  新シートが全日本ロードレースから登場!! 
ツインリンクもてぎで人気の高いバックストレートから90度コーナーにかけてのコースイン側に、約1700席の座席

を新たに設け、自由席としてお楽しみいただけます。既存の90度コーナースタンド（Z席）とはコースを挟んで向か

い合う形になり、熱い応援合戦が繰り広げられることになりそうだ。 

ファミリーチケットにはお得な特典付!! 
ファミリーチケットをご購入された方は、購入者限定の抽選会に参加できます。 

奮ってご応募下さい。 

Ａ賞「ロードコースバスツアー」 
日時：4月６日（日） 

対象：ファミリーチケットを購入者対象に5組 

内容：お昼休みマイクロバスでロードコースを走行見学（1周） 

抽選：9:30～11:00 インフォメーションにてスピードくじを配布 

Ｂ賞：キッズピットツアー 
日時：4月６日（日） 

対象：ファミリーチケットを購入者対象に5組 

内容：ツインリンクもてぎエンジェルとコチラがピットへ 

抽選：9:30～１１:00インフォメーションにてスピードくじを配布 

★訪問先決定！「Team桜井ホンダ」 亀谷長純・津田一磨選手

がお待ちしてます！ 

亀谷長純選手
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 前売駐車券（税込） 
２日間有効 

４輪・バス ２輪 コースサイド 

1,000円 無料★ 3,000円 
 

当日駐車券（税込） 

 ４輪・バス ２輪 コースサイド 

4月5日（土） 2,000円 500円 

4月6日（日） 2,000円 500円 
4,000円 

★前売観戦券をお持ちの方は、２輪の駐車料は無料となります。 

※前売駐車券の販売期間は4月4日(金)までとなります。 

※コースサイド駐車券の販売窓口は、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。 

※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。 

パドックパス（税込）別途観戦券必要・2日間有効 
3,000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。 

※別途観戦券が必要です。 

※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。  

ピットウォーク券（税込）別途観戦券必要 
4月5日（土） 1,000円 

4月6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。  

※別途観戦券が必要です。 

※各日1,500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（税込） 
２日間有効・観戦券込 

大人（高校生以上） 子ども（3歳～中学生） 

18,000円 13,000円 

■ＶＩＰスイート特典 

・パドックパス（2日間有効） ・ピットウォーク（2日間有効） 

・グリッドウォーク  ・記念品、公式プログラム  ・指定駐車券 

・決勝日のみVIPスイートでのお食事、フリードリンク（11:00～13:00

はアルコール含）付き 
 

※グリッドウォークは大人券のみとなり、JSB1000クラスに限りご参加

いただくことが可能です。 

※販売窓口はツインリンクもてぎチケットセンター（電話・窓口）及び

MOBILITY STATIONのみとなります。 

※80枚の限定販売となりますので、完売になり次第、販売を終了させ

ていただきます。 

※販売期間は3月30日(日)までとなります。 

チケットのお求めは 

■ツインリンクもてぎチケットセンター 窓口販売 
4月4日(金)17：00まで 

営業時間  3月：10:00～16:30 

4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30日(日)16：30まで 

営業時間  10:00～16:30 

■ＭＯＢＩＬＩＴＹ ＳＴＡＴＩＯＮ （オンラインショップ） 
ＰＣ      http://mls.mobilityland.co.jp 

モバイル http://mls.mobilityland.co.jp/mobile 
3月31日(月)9：00まで（24時間受付） 

 

4月4日(金)まで販売 
●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 
※下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
なお、詳細はホームページ（http://www.twinring.jp/）をご覧ください。 

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.mobil ityland.co.jp/（モバイル http://mls.mobil i tyland.co.jp/mobile） にアクセス！


