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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 

 

 

 

 
 

 

シーズンの行方を占うもてぎラウンドは、スーパースピードウェイパレード

から熱戦の火ぶたが切られる 
今年もまたフォーミュラ・ニッポンマシンがオーバルコース、

ツインリンクもてぎスーパースピードウェイを疾走する。昨年の

シリーズ第８戦で初めて実現したもので、決勝レースの前に

チームごとにスーパースピードウェイをパレード走行。ファンの

声援に応えながら、ロードコースのスターティンググリッドに

並ぶもの。IRLインディカーがハイスピードバトルをくり広げた

コースを、フォーミュラ・ニッポンマシンが駆け抜ける様はまさに

一見の価値あり。昨年はこのツインリンクもてぎ第３戦で

PIAAナカジマの小暮卓史が優勝し、一気にチャンピオン争いに

加わったように、シーズンの行方を占う１戦でもある。その戦いがスーパースピードウェイ走行から幕を開けることになる。 

 

王者松田次生の独走を阻止せよ―。 

得意のツインリンクもてぎで小暮卓史が、そしてライバルたちが立ちふさがる。 
開幕戦で昨年のチャンピオン松田次生（ローソン・チームインパル）が予選

ＰＰ（ポール・ポジション）から王者の貫録を見せて独走優勝を飾ったが、松田と

優勝争いを展開すると思われたライバルたちは揃って不本意な結果に終わって

しまった。昨年最後まで松田とタイトルを争ったＢ・トレルイエ（ローソン・チーム

インパル）、小暮卓史（PIAAナカジマ）は４位、６位と、表彰台にも上れなかった。

Ｌ・デュバル（PIAAナカジマ）も10位

に終わり、Ａ・ロッテラー（ペトロナス・

チームトムス）、本山哲（チーム・

ルマン）はともにリタイアだ。ここで

松田を阻止しなければタイトル争い

も苦しくなってしまう。そしてそれを

誰よりも強く感じているのが小暮だ。

昨年はこのツインリンクもてぎの第３戦で、３年ぶりの優勝を飾ると、同じツイン

リンクもてぎでの第８戦にも快勝し、タイトル争いに加わっただけに、得意コース、

ツインリンクもてぎで負けるわけにはいかないのだ。松田対小暮を軸に、強豪

ライバルを加えた争いは近年にない激しいものとなりそうだ。 

2008.4.19 配信

２００８年 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン 

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 

松田次生

昨年の第8戦で行われたスーパースピードウェイ パレードの様子 
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予選はノックアウト方式。最後のＱ３、精鋭８人によるＰＰをかけた10分間は、 

一瞬たりとも目が離せないアタック合戦が展開される 
今シーズンから採用されることになった予選ノックアウト方式。Ｆ１と同様のシステムで全車が出走して20分間のＱ１が

行われ、ここで上位タイムを記録した15台が10分間のＱ２に進出。今度は上位８台がＱ３に進み、ＰＰ（ポール・ポジション）を

かけた10分間の戦いが行われというもの。わずか10分間の戦いは、現実的にタイムアタックのチャンスは1回しかなく、しかも

セッション間のインターバルも10分と短く、大きなセッティングの変更は不可能。少ないチャンスで確実にタイムアタックを

決めることが要求される。開幕戦では松田次生だけがこれらの要素をクリアしてＰＰを獲得したのに対し、小暮卓史、Ｂ・トレ

ルイエ、Ａ・ロッテラーらライバル

たちはことごとく失敗してしまった。

だが彼らは同じミスは続けない。

特に小暮は昨年最多となる４回

の予選ＰＰを獲得。フォーミュラ・

ニッポン最速男と呼ばれただけ

に、ここでその座を明け渡すわ

けにはいかない。Ｑ３、最後の10

分間はまさに目の離せない戦い

が繰り広げられる。 
 

松浦孝亮凱旋！驚速ルーキーたちがツインリンクもてぎを攻める！！ 
開幕戦で驚きの走りを見せたのがルーキーたちだ。なんと伊沢拓也（ARTA）、Ｒ・

ストレイト（セルモ／インギング）、平手晃平（チームインパル）のルーキー３人が予選

２、３、４番手にくい込んだのだ。決勝もストレイトがデビュー戦３位入賞の快挙。伊沢、

平手はトラブル、アクシデントもありリタイアに終わった

が、同じくルーキーの石浦宏明が７位フィニッシュだ。 

彼らがでツインリンクもてぎでどんな走りを見せてくれる

のか、実に楽しみとなってきたが、注目したいのはもう

ひとりのルーキー松浦孝亮（ダンディライアン）だ。昨年

まで４年間IRLインディカーシリーズに参戦。毎年ツイン

リンクもてぎで行われるインディジャパンで、ファンの前

にその雄姿を披露し、大活躍。まさにもてぎ凱旋レースと

言っていいだろう。それだけにスーパースピードウェイと

ロードコースの違いはあるが、気合が入るというもの。

当然ファンの声援も松浦を後押しするはずだ。IRL時代を

彷彿とさせる攻撃的な走りを見せてくれそうだ。 

 

 

 

 

 

 

20分間 

Ｑ１ 

全車走行 

16位以下 

グリッド決定 

15～9位 

グリッド決定 

ポール・ポジション

 

８位 
 

最終グリッド決定！

10分間 

Ｑ２ 

１５台走行

10分間 

Ｑ３ 

８台走行 ～ 

■ノックアウト方式予選 

平手晃平 

伊沢拓也 Ｒ・ストレイト

石浦宏明松浦孝亮 

地元栃木県出身の山本尚貴がＦ３でツインリンクもてぎに凱旋！！ 
全日本Ｆ３選手権第７戦、第８戦、ＦＣＪ（フォーミュラチャレンジ・ジャパン）第５戦、第６戦が行われるが、

注目はＦ３に参戦する地元栃木県出身の山本尚貴。昨年ＦＣＪで大活躍し、その実績が認められて今年Ｆ３に

ステップアップしたのだ。山本にとってツインリンクもてぎはホームコース。今回はまさに凱旋レースと呼べる

もの。昨年もてぎで行われたＦＣＪ第15戦、第16戦で２連勝を飾るなど、もてぎでは圧倒的な強さを見せる。

Ｆ３にステップアップした雄姿をファンに見せてくれるとともに、優勝争いも期待できそうだ。 
 

■山本尚貴応援席 販売中！ 
グッズ付応援席で山本尚貴を応援しよう！（応援席はＢ席となります。） 

山本尚貴応援席（税込）２日間有効 

大人 

(高校生以上） 

子ども 

（3歳～中学生） 

5,000円 700円 
※販売はツインリンクもてぎチケットセンターおよびMOBILITY 

STATIONのみでの販売となります。 

 

■応援席特典 
・応援グッズ付 

・抽選でサイン入りグッズプレゼント
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2008年 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第３戦 もてぎラウンドは「栃木感謝デー」として、さまざまなイベント企画が行われます。レース

もイベントも、丸一日楽しめる第３戦 もてぎラウンドへぜひお越しください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３戦もてぎラウンドは栃木感謝デー！ 

「栃木和牛カップ」 マスターズ・オブ・フォーミュラ開催！ 
チーム監督や往年の名ドライバーによるミニレース、「栃木和牛カップ」マスターズ・オブ・フォーミュラ

が5月25日（日）、フォーミュラ・ニッポン第３戦決勝が行われる日のピットウォーク時に、ツインリンクもて

ぎ西コースで開催される。使用マシンはモテラだ。元Ｆ１ドライバーや、海外で、国内で、激しい戦い

を繰り広げてきたドライバーたちは、当時にタイムスリップした熱い走りで、なつかしの名勝負を見せ

てくれるかもしれない。 

■２５日（日） ピットウォーク中開催（予定）

※当日のマシンの状況や天候などにより、車両の変更や中止する場合がございます。 

ファミリーチケットと子ども観戦券には

プッチタウン無料１回券が付いてくる！
３歳からのお子様が、自分で“のり

もの”を楽しく操り、競い合うことで交

通マナーも学びながら、モビリティの

世界の夢を体験する“モビリティアイラン

ド プッチタウン”。フォーミュラ・ニッポン 

第３戦のファミリーチケットと子ども観戦券には、プッチタウンの

乗り物１回券が付いてきます。レース観戦とプッチタウンの両

方を楽しんじゃおう！  

 ※チケットの詳細はチケットページをご覧ください。 

コチラレーシングのKIDSピットウォーク 
大好きなマシンやドライバーに超接近！中学生以下のお子様と、そのご

家族の方限定のイベント「コチラレーシングのKIDSピットウォーク」を土曜日の全

セッション終了後にピットロードで開催！コチラレーシングのメカニック「コチラ」

と、ドライバーの「バット」がみんなを出迎えてくれるよ！ 

参加は無料！この機会にぜひご参加ください。 

■日時：２４日（土）全セッション終了後 

国歌独唱は栃木県出身の柴野真理子さん
 

今回の国歌独唱は栃木県那須烏山出身、

4人組J-POPバンド『しばのまり子』のボーカル

を務める柴野真理子さん。RADIO BERRY毎週

火曜日20:30～の「しばのまり子んち」でもおな

じみの彼女が、素晴らしい歌声をツインリンク

もてぎで披露する。 

 

 
 

■２５日（日）フォーミュラ・ニッポン決勝レース スタート進行時

ブルークロス グリッドキッズ 

スタート前の緊迫した空気の中、スターティンググリッドにつくために、ピットアウトしたマシンはコースを１周し

グランドスタンド前に帰ってくる。そのマシンをダミーグリッドに迎え入れる役目を果たすのがグリッドキッズだ。

今回は栃木県在住の親子１１組を一般募集。 
 

※一般公募は当日有効なチケットをご購入いただいた栃木県在住のお子様と保護者（1名）に限ります。 

※応募の詳細はホームページ（http://www.mobilityland.co.jp/f-nippon_m/event/event01.html）をご覧ください。

■２５日（日）フォーミュラ・ニッポン決勝レース スタート進行時

※写真は過去のグリッドスタッフの様子。今回は「グリッドキッズ」として、お子様と保護者の方に担当していただきます。 

栃木感謝デーファミリーチケット 
お得なファミリーチケットにさらに３つの特典が付いた「栃木感謝デー

ファミリーチケット」を栃木県内のセブンイレブン限定でご提供いたします。 

前売観戦券＜ファミリー＞（税込）２日間有効 
（大人２名＋子ども２名＋駐車券１台分） 

11,000円 
 

※栃木県内のセブンイレブンのみでの販売となります。 

特典１：大人2名＋子ども2名＋駐車券1台分 

＋プッチタウン1回無料券2枚 

特典２：フォーミュラ・ニッポン第3戦 レースプログラム 1冊 

特典３：（以下のＡ、Ｂから選択） 

Ａ：ハローウッズ 森のクラフトご利用券 2枚（定価：500円×2枚）

またはＢ：プッチタウン・ファンファンラボ共通ご利用券「モビ」 

A券（定価：1,000円） 
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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 5月23日(金)17：00まで 

営業時間 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 
5月18日(日)17：30まで 

営業時間 平日 9:30～17:00 / 土日祝 9:30～17:30 

■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 
5月19日(月)9：00まで（24時間受付） 

 

５月２３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 

第３戦ツインリンクもてぎ チケット好評販売中！ 

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 
※前売観戦券の販売期間は5月23日(金)までとなります。 
 

当日観戦券 

 大人(高校生以上） 子ども（3歳～中学生）

5月24日（土） 3,000円 700円 
（2日間有効） 5月25日（日） 6,000円 

 

チームサポーターズシート観戦券 ２日間有効 
Ａ席（座席指定） 

大人 
(高校生以上） 

子ども 
（3歳～中学生） 

6,000円 1,700円 
※「LAWSON TEAM IMPUL」チームサポーターズシートはローソン

チケットおよびローソンのみでの販売となります。その他のチーム

は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。 

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 
※前売駐車券の販売期間は5月23日(金)までとなります。 
 

当日駐車券 

 ４輪・バス ２輪 コースサイド

5月24日（土） 2,000円 500円 
4,000円

5月25日（日） 2,000円 1,000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 

5月24日（土） 1,000円 

5月25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！ チケットの詳細はホームページをご覧ください★★ 

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


