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最強伝説は終わらない。 

デビューイヤー４戦３勝のＧＴ－Ｒがツインリンクもてぎを駆け抜ける。 
今年、５年ぶりにレースシーンに復活した伝説の名車、ニッサンGT-Rの勢いが止まらない。開幕戦鈴鹿で

いきなり本山哲／Ｂ・トレルイエ組が優勝。Ｍ・クルム／柳田真孝組がこれに続き、デビューレースで1-2

フィニッシュを飾ったのだ。続く第２戦でも本山組が２連勝。松田次生／Ｓ・フィリップ組がこれに続き、またも

1-2フィニッシュの強さを見せた。好成績によるハンディウェイト増加

などで、第３戦はNSXの道上龍／小暮卓史組が予選ＰＰを（ポール・

ポジション）獲得。決勝は立川祐路／Ｒ・ライアン組が優勝し、脇阪寿一

／Ａ・ロッテラー組がこれに続き、SC430の1-2フィニッシュ。GT-Rの

勢いもこれで止まった。と、誰もがそう思った。だが灼熱のマレーシア・

セパンサーキットの第４戦で勝ったのはGT-Rの荒聖治／ＪＰ・デ・オリ

ベイラ組だった。それもＭ・クルム組とのGT-R同士のトップ争いを制してのもの。予選もクルム組が今季

２度目のＰＰ獲得と、GT-Rの速さ、強さは衰えていなかった。伝説の最強マシンGT-Rがツインリンクもてぎ

に、その雄姿を現すことになった。 
 

もてぎ最強のＮＳＸ勢がＧＴ－Ｒの進撃を阻止できるか！？ 

タイトルへの鍵を握る戦いとなる 
ライバルたちも黙ってGT-Rの快走を見ているわけにはいかない。特にツイン

リンクもてぎで速さを見せるNSX陣営にとっては、どうしても落とせない１戦となる。

昨年は道上龍／小暮卓史組がポール・トゥ・ウィン。一昨年は細川慎弥組が

ポール・トゥ・ウィンを記録するなど、これまでツインリンクもてぎで行われた11

戦中NSXは実に８勝、６回の予選ＰＰを獲得しているのだ。毎年後半戦の山場と

なるのがこのツインリンクもてぎラウンドだ。序盤で優勝した本山哲組GT-Rに

とっては、ハンディウェイトが減ってくるだけに、ツインリンクもてぎでの戦いに

照準を合わせてくるかもしれない。ここで優勝、あるいは上位に入ればタイトルを

グイッと手元に引き寄せることになるからだ。それを何としても阻止したい。その

筆頭はNSX道上龍組、そして同じNSXの井出有治／細川慎弥組、Ｒ・ファーマン

／伊沢拓也組。さらには現在ランキング２位と健闘を続けるSC430の脇阪寿一組

もGT-R阻止に全力を挙げてくるはず。メーカーの意地を、ドライバーのプライドを

かけたし烈な戦いが展開されることになりそうだ。 

2008.7.9 配信

■大会名称：2008 AUTOBACS SUPER GTシリーズ第7戦 もてぎGT300kmレース 

■併催レース：NISSAN MARCH Cup East Japan Series 第4戦 ／  Netz Cup Vitz Race 2008 関東シリーズ 第5戦 ／ 

ホンダエキサイティングカップ ワンメイクレース 2008 ～シビックシリーズ～ 東日本シリーズ 第5戦 

■主 催：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：国際自動車連盟(FIA) ／ 社団法人日本自動車連盟(JAF)  

■認 定：GTアソシエイション 

2008 AUTOBACS SUPER GTシリーズ第7戦 もてぎGT300kmレース 

ツインリンクもてぎ ロードコース １周 4,801.379m

荒聖治／ＪＰ・デ・オリベイラ組GT-R 

本山哲／Ｂ・トレルイエ組GT-R 

Ｒ・ファーマン／伊沢拓也組NSX 

道上龍／小暮卓史組NSX 

井出有治／細川慎弥組NSX 

脇阪寿一／Ａ・ロッテラー組SC430 
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大混戦のＧＴ３００クラスもツインリンクもてぎがタイトル争いのカギを握る！ 

地元栃木県出身の栗原兄弟の活躍にも注目だ！! 
GT300クラスは近年にない大混戦となっている。開幕戦鈴鹿で井入宏之／折目遼組RX-7が優勝すると、第２戦は

新田守男／高木真一組組ガライヤ、第３戦はルーキーコンビ平手晃平／国本京佑がドライブするMR-Sが初優勝だ。

第４戦は山野哲也／佐々木孝太組のスバル・インプレッサが優勝するなど、まさに群雄割拠の状況。そしてツインリンク

もてぎで強さを見せるマシン、チームがないことが混戦に拍車をかける。これまで２勝以上を記録してのはポルシェ

911GT3（３勝）とフェラーリ（２勝）だけで、ガライヤ、MR-S、インプレッサ、Ｚ、ヴィーマックが各１勝を記録している。

GT300クラスもツインリンクもてぎの戦いがタイトルへの鍵を

握ることになるのは間違いない。今季２勝目を挙げるチーム

が出てくるかに注目したい。  

 

 

 

 

また、地元栃木県出身の双子栗原宗之、栗原正之にも注目したい。宗之は戦闘力を増してきたアクティオ

ガイヤルドRG-3で参戦。ベテラン和田久とのコンビだ。正之はポルシェ911GT3Rをドライブ。こちらもベテラン

宮本隆士とのコンビ。ともにツインリンクもてぎは、走り慣れたホームコースだけに、今季の集大成ともいえる

走りを見せてくれるはず。地元の大声援を受けての彼らの走りに期待したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サーキットサファリ前売券を販売決定！ 
レーシングカーが走るツインリンクもてぎのロードコースを、バスに乗って見学。それだけではない、SUPER GTマシンがコースを走る中

を走るのだ！バスのすぐそばを、ものすごい速度で駆け抜けていくマシンは大迫力だ！ 
 
 
 

 
 
 

 

サーキットサファリ（税込） 
観戦券別途必要 

３，５００円 

■ツインリンクもてぎチケットセンター(窓口・電話受付販売)・MOBILITY STATIONのみでの販売となります。 

イ ベ ン ト 情 報  

KIDSピットウォーク開催！ 

■日 時：13日（土）全セッション終了後 

■参加料：無料 

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「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！ 

KIDS向けの特別なサービスがあるかも！？ 

コチラレーシングのコチラとバットも登場予定！ 

チューニングカーデモラン 
大好評のチューニング

カーのデモランを実施。

走行マシンはスーパース

ピードウェイでの展示も

行われる。 
 

■日時：13日（土）または14日（日）（時間未定） 

■会場：ロードコース 

■実施日時：14日（日）（時間未定） 

■販売枚数：３００枚限定 

RX-7 

MR-S インプレッサ ガライヤ 

栗原宗之 栗原正之 

●アフタ－ SUPER GT 宿泊プラン（日曜日限定） 
レースの余韻をゆったりとお楽しみいただけるよう、決勝レース終了後にホテルツインリンクにご宿泊いただける「2008 アフター 

SUPER GT 宿泊プラン」をご用意しております。 
 

アフター SUPER GT 宿泊プラン 
１泊２食付き（決勝日泊限定） 

決勝日自由席観戦券・プログラム付き 
大人(高校生以上) 17,000円 

中学生 11,900円 
子ども（3歳～小学生） 8,500円 

※1室2名様以上でご利用の場合の料金 

※詳細はホテルツインリンクホームページ（http://www.mobilityland.co.jp/hoteltwinring/ ）をご参照ください。 
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■駐車券 

 ２輪 ４輪・バス 

前売（2日間有効） ５００円 １，０００円 

当日【9/13（土）】 １，０００円 ２，０００円 

当日【9/14（日）】 １，０００円 ２，０００円 

 
■指定駐車券 

名称 場所 料金 数量（限定） 

らくらく観戦駐車券４輪（Ｐ４） P４駐車場 ８，０００円 50台 

らくらく観戦駐車券４輪（Ｐ７） P７駐車場 ６，０００円 100台 

スーパースピードウェイコースサイド駐車券 ※1 スーパースピードウェイ外周駐車エリア ７，０００円 100台 

ロードコースコースサイド駐車券 ※1 ロードコース外周駐車エリア（S字～V字～ヘアピン付近） ５，０００円 300台 

※ ツインリンクもてぎチケットセンター（電話受付販売）・MOBILITY STATIONのみのお取り扱いです。お申し込みはお一人様１台分の限定販売と 

させていただきます。 

※1 駐車場内でのステイ（2日間）が可能です。エリア内での直火はお断りさせていただきます。観戦ゲートオープン前の座席とりは固く 

お断りさせていただきます。 

■観戦券 

 

前売観戦券（2日間有効） 当日観戦券 

大人 

（高校生以上） 

子ども 

（3歳～中学生） 

大人 

（高校生以上） 

子ども 

（3歳～中学生） 

自由席 ＜予選日 ９月１３日（土）＞ ５，０００円

（2日間有効）

７００円

（2日間有効）

３，０００円 ７００円 

自由席 ＜決勝日 ９月１４日（日）＞ ６，０００円 ７００円 

エリア 

指定 

Hondaファンシート ※1(2,000席限定) ５，０００円 ７００円 ー ー 

TOYOTAファンシート ※1(2,000席限定) ５，０００円 ７００円 ー ー 

SUBARUファンシート ※1(500席限定) ５，０００円 ７００円 ー ー 

ADVANファンシート ※1(200席限定) ７，０００円 ２，７００円 ー ー 

グランドスタンドＢ席 ７，０００円 ２，７００円 ８，０００円 ２，７００円 

座席 

指定 

グランドスタンドＡ席 ７，０００円 ２，７００円 ８，０００円 ２，７００円 

Ｇ席 ６，０００円 １，０００円 ７，０００円 １，０００円 

Ｚ席 ７，０００円 １，５００円 ８，０００円 １，５００円 

５コーナースタンド席 ※2 ※3 ９，０００円 ３，０００円 ー ー 

コースサイド席（第１コーナー） ※3 １０，０００円 ３，５００円 １１，０００円 ３，５００円 

※1 HondaファンシートはＣ席（ビクトリーコーナー付近）内、TOYOTAファンシート、SUBARUファンシートはＤ席（第1コーナー付近）内、

ADVANファンシートはグランドスタンドＢ席内です。特典として応援グッズがついています。Hondaファンシート・TOYOTAファンシートは

2,000席限定、SUBARUファンシートは500席限定、ADVANファンシートは200席限定販売です。ツインリンクもてぎチケットセンター(窓口・

電話受付販売)・MOBILITY STATIONのみのお取り扱いです。 

※2 ５コーナースタンド席には、観戦券・お弁当とお飲み物（決勝日のみ）・プログラム（大人券をご購入のお客様のみ）・駐車券（大人券を

ご購入のお客様で来場台数分のみ）がついています。9月7日（日）までの販売です。ツインリンクもてぎチケットセンター(窓口・電話受付

販売)・MOBILITY STATIONのみのお取り扱いです。 

※3 コースサイド席・５コーナースタンド席はツインリンクもてぎチケットセンター(窓口・電話受付販売)・MOBILITY STATIONのみのお取り扱

いです。 

７月 １９日 (土 ) チケット販 売 開 始 ！ 

■ＶＩＰテラス・ＶＩＰスイート 

VIPテラス（屋外席・座席指定） ※1 VIPスイート（屋内席） ※2 

大人（高校生以上） 子ども（3才～中学生） 大人（高校生以上） 子ども（3才～中学生） 

１６，０００円 ７，５００円 ３３，０００円 ２２，０００円 

※1 VIPテラスには、ピットウォーク、記念品、プログラム･駐車券（大人券をご購入のお客様のみ）がつきます。 

また、日曜日は、お弁当とお茶が付きます。前売1,000席限定での販売です。9月7日（日）までの販売です。 

※2 VIPスイートには、記念品、プログラム・駐車券(大人券をご購入のお客様のみ)が含まれており、グランドスタンド上のスイートルーム及び

グランドスタンドでの観戦、パドックへの入場、グリッドウォーク(大人券のみ)及び、ピットウォークへの参加が可能。また、日曜はスイート

ルームでのお食事、フリードリンク(ビール・ソフトドリンク)もご利用いただけます。枚数限定、1名様からお申し込みできます。ツインリンク

もてぎチケットセンター(窓口・電話受付販売)・MOBILITY STATIONのみでの取扱いになります。9月7日（日）までの販売です。 

［全て税込価格］
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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 7月19日(土)10:00～9月12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 
7月19日(土)10:00～9月7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 
7月19日(土)10:00～9月8日(月)9：00まで（24時間受付） 

 

9月12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 

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！

●大好評のステイエリアを設置 
ツインリンクもてぎ場内で宿泊されるお客様の専用駐車場「ステイエリア」をご用意します。ステイエリア内では、テントを設営しての宿泊

が可能です。 

期間：9月13日（土）～14日（日）のAM7:00まで 

料金：無 料（但し、前売駐車券が必要となります。） 

予約：予約はお受けいたしません。当日直接ステイエリアまでお越し下さい。（お越しいただいた順番で場所を確保していただきます。） 

場所：P32（駐車場）の下段側ならびに北ショートコース 

※ 注意点 
１．ステイエリアには、お手洗い、水回り等の設備はございません。 

２．直火のご利用は禁止とさせていただきます。 

３．14日（日）のAM7：00 までにはテント等の片付けをお願いいたします。 

４．ステイエリア以外の駐車場でのテントを設営しての宿泊は固くお断りさせていただきます。 

■パドックパス 

パドックパスＡ １０，０００円 

パドックパスＢ ７，０００円 

パドックパス子ども ５，０００円 

※パドックパスＡ・パドックパス子どもはピットォーク

にご参加いただけます。パドックパスＢではピット

ウォークに参加いただけません。 

※完売の場合当日券の販売はありませんので 

ご了承ください。 

■ピットウォーク 

９月１３日（土） ２，０００円 

９月１４日（日） ２，０００円 

※各日１日の料金です。 

※完売の場合当日券の販売はありませんので 

ご了承ください。 


