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第６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 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ルーキー平手晃平初優勝！ニューヒーローを誕生させた決勝２レース制、

リバースグリット、ツインリンクもてぎで初開催！! 
鈴鹿サーキットで行われたシリーズ第５戦で、新たなヒーローが誕生した。長年国内トップに君臨してきた37歳の

本山哲をルーキー、22歳の平手晃平が豪快に抜き去ってフォーミュラ・ニッポン初優勝を飾ったのだ。この快挙を演

出したのが初めて開催された決勝２レース、リバースグリッドの採用だった。これはツインリンクもてぎでのシリーズ

第６戦も全く同じだ。 

まずはこれまで同様ノックアウト方式の予選が行われ、この予選順に並んで決勝レース１がスタートし、その後に

レース２がスタートするもの。ともに独立したレースとしてシリーズポイントが与えられ、表彰式も行われるが、大きく

違うところがある。それがリバースグリッド。レース１のゴール順に並んでレース２がスタートするのだが、トップ８台

のポジションが入れ替わるのだ。つまり優勝者が８番手、２位が７番手グリッドから。８位の選手がＰＰ（ポール・ポジ

ション）、７位でゴールした選手が２番手グリッドからスタートとなる。 

第５戦鈴鹿では予選で８番手に終わった平手晃平だったが、追い上げて５位フィニッシュ。レース２は４番手グ

リッドから好スタート。ＰＰから逃げる本山哲を追いかけて、ついに逆転。そのままフィニッシュだ。平手は両手を

高々と突き挙げてよろこびを爆発させていた。決勝２レース、リバースグリッドが新たなヒーロー誕生を後押ししたわ

けだ。ツインリンクもてぎでも同様の展開が待ち構えているはず。新しいヒーローが誕生しそうな予感だ。 

 

■第1レースのゴール順 

 

 

 

 

 

 

■第2レースのスターティンググリッド 

2008.7.23 配信

２００８年 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン 

 ８/９ SAT. ・ １０ 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６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１３戦＆第１４戦 ／ 2008年 フォーミュラチャレンジ・ジャパン 第１１戦＆第１２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：社団法人日本自動車連盟（ＪＡＦ） 

●後 援：茨城県 ／ 水戸市 ／ 茂木町 ／ 水戸観光協会 

・・・・・ 

・・・・・ 

優勝 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 

ＰＰ 2番手 3番手 4番手 5番手 7番手 8番手 9番手 10番手 

優勝～8位はリバースグリッド 9位以下はゴール順

6番手

平手晃平 
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驚速王者、松田次生の快進撃が続くのか！？ 

小暮卓史、Ａ・ロッテラーらライバルがこれを止めることができるか 
開幕戦から３戦連続ポール・トゥ・ウィン、第５戦鈴鹿では開幕から５戦連続予選ＰＰ（ポール・

ポジション）のフォーミュラ・ニッポン新記録を達成。決勝レース１で独走の今季４勝目を記録する

など、昨年の王者、ローソン・インパルの松田次生の勢いが止まらない。いったい誰が松田を止

めるのか！？ツインリンクもてぎではそれが 大の見どころとなった。 

国内トップはもちろん、海外からもＦ１クラスの強豪が参戦するフォーミュラ・ニッポン。このまま

松田の独走を許すのは彼らのプライドが許さない。その中で も「打倒松田」に燃えるのがＰＩＡＡ

ナカジマの小暮卓史だ。一昨年は 多となる５回の予選ＰＰを獲得。昨年もＰＰ４回を獲得し３勝

を記録。 速男の称号を手にしただけに負けるわけにはいかない。何よりもツインリンクもてぎは

小暮が も得意とするコースだからだ。昨年、一昨年とツインリンクもてぎで行われた４戦でＰＰ３回、

優勝２回と他を圧倒。今年の第３戦ツインリンクもてぎラウンドでも、予選で松田に迫る２番手を記

録しており、「今度こそは」と逆襲に

燃えている。 

他にも小暮のチームメイトＬ・デュバル、松田のチームメイトＢ・トレルイエ、そして

第３戦から３連続２位のＡ・ロッテラー（ペトロナス・トムス）も、松田攻略を胸に乗り込ん

でくる。彼らがトップドライバーの意地を見せるのか、松田がその挑戦をはねのける

のか！？ツインリンクもてぎラウンドが今シーズン も激しい戦いになるのは確実だ。 

 

 

完全制覇はできるのか！？ 

松田次生が、小暮卓史が挑む奇蹟のレース２、７台抜き 
鈴鹿サーキットでの第５戦で初めて開催された決

勝２レース、リバースグリッド。レース２で平手晃平が

４番手グリッドから好スタート。逃げる本山を捕えて初

優勝を飾ったが、レース１で優勝し、レース２を８番手

からスタートした松田次生、６番手スタートの小暮卓

史らは苦しいレース展開。結局ポジションを上げるこ

となく小暮７位、松田８位でともにノーポイントに終

わってしまった。しかしもてぎでは状況は大きく違っ

てきそうだ。このとき平手を始めとした上位陣が、セッ

ティングを変更していたのだ。「レース周回数が少な

いので、予選に近いセッティングに変えた」と語ったのは平手。状況に合わせたセッティングがパッシングシーンを演出するのだ。「どんな時も

レーシングドライバーは優勝が目標。前にマシンがいれば抜きに行く」と、小暮。松田も「レース２では僕が前車を次々抜いて行く姿を見てもらい

たい」と語っており、もてぎでは思い切ったセッティング変更で前車を次々に抜き去るスリリングシーンが連続しそうだ。奇跡とも言えるレース１、

レース２の２連勝も見られるかもしれない。 

 

平手だけにいい思いはさせない。今度は俺の番だ！! 伊沢拓也、Ｒ・ストレイト、

松浦孝亮、石浦宏明、驚異のルーキーたちがテクニカルコースを攻める！ 
今シーズンのルーキーたちはまさに驚きの速さを見せている。鈴鹿第５戦のレース２で優勝した平手晃平（ＴＰチェッカー・

インパル）は、第２戦２位、第４戦３位と、もはや表彰台の常連だ。他のルーキーも負けてはいない。ＡＲＴＡの伊沢拓也は

開幕戦で予選２位を獲得すると第３戦、ツインリンクもてぎで表彰台まであと一歩の４位。第５戦でも５位フィニッシュだ。

開幕戦でいきなり３位表彰台を記録したＲ・ストレイト（セルモ／インギング）も、伊沢同様いつ優勝してもおかしくない速さを

見せる。また石浦宏明は第４戦で予選３位を記録。松浦孝亮（ダンディライアン）も中盤に入ってじわじわと調子を上げ、

第５戦のレース１では入賞目前の９位フィニッシュだ。

昨年まで４年間ＩＲＬインディカーシリーズを戦った松浦は、

毎年もてぎで開催されるインディジャパンで凱旋帰国して

いただけに、「もてぎはホームコースと言えるサーキット」

と力が入る。そろって今季２度目のツインリンクもてぎ戦。

すでにコースの攻め方は分かっている。はたして強豪

ベテラン勢を相手にどんな戦いを見せてくれるのか！？ルーキー勢から目が

離せなくなってきた。 

松田次生 小暮卓史 

Ｌ・デュバル Ｂ・トレルイエ Ａ・ロッテラー

松浦孝亮 

伊沢拓也 Ｒ・ストレイト 石浦宏明 

松田次生 小暮卓史 
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      第９戦でついにＦ３初優勝！山本尚貴がホームコース、ツインリンクもてぎに凱旋!! 

連勝中のＣ・ヴァン・ダムとの対決に注目 
シリーズ第13戦、第14戦が行われる全日本Ｆ３選手権の注目はホンダエンジンの山本尚貴

（リアル）とトヨタエンジン勢の筆頭、トムスのＣ・ヴァン・ダムの対決だ。栃木県出身の山本にとっ

てツインリンクもてぎはまさにホームコース。すでにシリーズ第９戦でＦ３初優勝を記録。その勢

いとともに乗り込んでくるわけだ。一方シリーズを大きくリードしているのが昨年のドイツＦ３チャ

ンピオン、オランダ人のＣ・ヴァン・ダム。日本のレースに慣れて、第６戦で初優勝を記録すると、

その後は他を圧倒。第10戦からは３連勝中で、ここまで12戦５勝の強さだ。その勢いを止めたい

のが山本。なにしろ、ＦＣＪに参戦していた昨年はツインリンクもてぎラウンドで圧倒的な強さを見せ

た。「地元もてぎには多くのファンが詰めかけてくれる。その前で 高の結果を出したい」。山本は

常々そう語っているだけに、期待は大きく膨らむ。今季 高の走りを見せてくれるのは間違いない

だろう。 

 

 

 

 

 

 

     ルーキー佐藤公哉か、山下雅之か、三浦和樹か！？ 

絶好調の国本雄資を誰が止めるのは誰だ！！ 
ＦＣＪ（フォーミュラチャレンジ・ジャパン）は、ここまで10戦を終えて、２年目の国本雄資がランキングトッ

プに立っている。４勝を記録し、なおかつ表彰台を逃したのは１戦だけという強さだ。タイトル争いの上で

も国本にストップをかけたいところだが、ここ数戦の速さが光るのが佐藤公哉だ。ルーキーながら富士で

の第４ラウンドから表彰台に上がり続け、ついにランキング２位に躍り出たのだ。ランキング３位、４位の

千代勝正、松井孝允にやや停滞ムードが続くだけに、佐藤の走りに注目したい。さらには山下雅之、三浦

和樹、蒲生尚弥もここにきて好調。ＦＣＪはまだまだ変動がありそうだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イベント盛りだくさんのフォーミュラ・ニッポン第６戦は「茨城県感謝デー」 

「いばらきメロンカップ」 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、「いばらきメロンカップ」マスターズ・オブ・フォーミュ

ラが8月10日（日）、フォーミュラ・ニッポン第６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。 

※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。 

●協賛：ＪＡかしまなだ 

●優勝賞品：ＪＡかしまなだ提供「いばらきメロン」 

茨城県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「茨城県感謝

デーファミリーチケット」を茨城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 
 

※茨城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） 

山本尚貴 

Ｆ３ 

ＦＣＪ 

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 

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 

■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。） 

※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。 
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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。 

ピピラのＫＩＤＳピットレポーターになろう！ 
ＫＩＤＳピットウォークの際に、2名のお子様がピピラといっしょに

ピットレポート！フォーミュラ・ニッポンドライバーに直接インタビューし

ていただきます。  

■対象者：中学生以下のお子様 

※選出方法など詳細については、決定次第ホームページにて 

ご案内いたします。 

レーシングコースＫＩＤＳバスツアー 
熱いバトルが繰り広げられる

ツインリンクもてぎロードコース

を走るバスツアー。対象は中学

生以下のお子様とその保護者。

なんと！バスガイドはフォーミュ

ラ・ニッポンドライバーを予定！ 

 

 

■受付場所：インフォメーションセンター 

■開催場所：ロードコース（集合は中央エントンランス バス乗り場） 

■料 金：2,000円（親子ペアセット料金） 

■開催日時：8/9（土） ピットウォーク中 

KIDSバスツアーの様子 

コチラレーシングのＫＩＤＳピットウォーク 

■日時：８／９日（土） 

全セッション終了後 

■対象者：中学生以下の

お子様と、ご家族 

© Tezuka Productions 

ＫＩＤＳピットウォークの際に行われ

たＫＩＤＳピットレポーターの様子 

★ＫＩＤＳピットウォークはご観戦以外のお子様とご家族の方も参加いただけます 
8月9日（土）はKIDSピットウォーク開始前に観戦ゲートを開放！ 夏休みでツインリンクもてぎに来場いただいたお客様もKIDSウォー

クにご参加いただけます。 

長谷見昌弘フォーミュラを語る 
日本のモータースポーツ史上初の４冠を達成、その他にも

数々のレースを制し、現在スーパーＧＴのチームオーナー兼

監督としてハセミモータースポーツを率いる長谷見昌弘氏を

迎え、彼の思い出のフォーミュラカーやドライビング理論等に

ついて語っていただきます。 

 

■開催場所：Honda Collection Hall オリエンテーションルーム 

■開催日時：8/9（土）16:30～ 

フォーミュラ・ニッポン ステージイベント
グランドスタンドプラザに設けられ

るフォーミュラ・ニッポン ステージで

は、「キャンギャル・オンステージ」、

「フォーミュラ・ニッポン ドライバー 

トークショー」、「いばらきメロン プレ

ゼントステージ」など、魅力的なス

テージイベントを多数開催。 

■場所：グランドスタンド手前、グランドスタンドプラザ 

■日時：8/9（土）・10（日）（各ステージイベントの時間は未定） 

フォーミュラ・ニッポン ドライ

バートークショーの様子 

           黄門まつりにフォーミュラ・ニッポンマシンが登場！ 
8月2日(土)・3日(日)

水戸市にて行われる黄門まつりに、LAWSON TEAM IMPULのフォーミュラ・ニッポンマシンが登場！ 

昨年のチャンピオン、今年もここまで4勝を挙げ、開幕から5戦連続ポール・ポジションのフォーミュラ・ニッポン新記録を達成した

LAWSON TEAM IMPULの松田次生選手が、トークショーやゲーム大会に参加します。 

時空戦士イバライガー ヒーローショー 

茨城県が誇るヒーロー「イバライガー」がツインリ

ンクもてぎにやってくる！フォーミュラ・ニッポンス

テージで、「イバライガー」によるヒーローショーを

開催！ 

フォーミュラカーを学ぼう 
小中学生はもちろん、コアな

レースファンにも楽しめるフォー

ミュラカーの解説講座。ＣＳフジ

テレビのＦ１解説の小倉茂徳さ

んを講師に迎え、レーシング

カーの基礎的な技術をわかりや

すく説明。 

 

 

■開催場所：Honda Collection Hall オリエンテーションルーム 

■開催日時：8/9（土）・10（日）時間未定 

フォーミュラカーを説明する小倉茂徳さん 
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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）

8月9日（土） 3,000円 700円 
（2日間有効） 8月10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。 
 

［価格は全て税込］

開催期間：７月１９日（土）～８月２４日（日） 

ツインリンクもてぎでは7月19日（土）から8月24日（日）の間、「虫」・「里山」・「水遊び」をテー

マに、野山で夢中になって遊んだお父さんの体験を子どもと共有するイベント「2008ツインリン

クもてぎガキ大将の夏」を開催しています。 

珍しい昆虫や身近で見られなくなった昆虫を見て・触って・学べる『ふれあい昆虫王国』、野

山で遊んだ体験をハローウッズのフィールドで再体験できる『里山ワンパク大作戦』、世界の

ミネラルウォーターを集めたウォーターバーやウォーターガンを使ったミニアトラクションが楽

しめる『バットの水びたし大作戦』など、夏休みにぴったりのイベントがツインリンクもてぎ会場

内のさまざまな場所で開催されます。 

もちろんフォーミュラ・ニッポン第6戦が行われる8/9（土）・10（日）も開催。 

ぜひファミリーでお越しください。 

ふれあい昆虫王国の様子 

ローソンチケット＆ローソン限定 ＬＡＷＳＯＮ ＴＥＡＭ ＩＭＰＵＬサポーターズシート 
ローソンチケットでは「LAWSON TEAM IMPUL」のサポーターズ

シートを独占販売。通常のチームサポーターズシートの特典に加え、

希望者には8/9（予選・土)に実施予定の「サーキットバスツアー」・

「ミニピットツアー」に参加可能！ 

※参加人数には限りがございます。 

（サーキットバスツアー：40名、ミニピットツアー：20名） 

※参加者多数の場合は抽選となります。 

★ローソンチケットで観戦券をご購入いただくと、決勝当日に行われる特別抽選会に参加ができます！抽選でスペシャルグッズをプレゼント！ 

LAWSON TEAM IMPUL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 

チームサポーターズシートは特典盛りだくさん！ 
●特典１：ここでしか手に入らないレアアイ 

テム！第6戦サポーターズシート

オリジナル扇子!! 

 

●特典２：チームグッズプレゼント 

※プレゼントのないチームもございます。また、グッズ

は変更となる場合がございますのであらかじめご了

承ください。プレゼントは受付にてお渡しします。 

●特典３：お申し込みの応援チームが優勝した場合は、表彰式で 

ポディウム下の専用エリアまで入場することができます。 

●特典４：お申し込みの応援チームが優勝した場合は、第1レー

ス、第2レースそれぞれ1名様に表彰式プレゼンターと

してご参加いただきます。 

★チームドライバーの応援エリア訪問を予定しています。 

※レースの進行、天候、ドライバー・チームの都合により変更、

あるいは中止となる場合もございます。あらかじめご了承くだ

さい。 

好評開催中！
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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 8月8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 
8月3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 
8月4日(月)9：00まで（24時間受付） 

 

８月８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 

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8月8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

8月9日（土） 2,000円 500円 
4,000円

8月10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 

8月9日（土） 1,000円 

8月10日（日） 1,000円 

★★チケットに関する詳細はホームページをご覧ください★★ 

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！

★ワンランク上の観戦を．．．ＶＩＰスイート&VIPテラス 
 

メインストレートが一望でき、飲み物やお食事でくつろぎながらの

観戦も可能なＶＩＰスイート＆ＶＩＰテラス。今回も特典が多数用意

されています。 
 

ＶＩＰテラス（屋外席）（税込） 
２日間有効・観戦券込 

大人 子ども（3歳～中学生） 

10,000円 3,500円 
※VIPテラスパスはピットウォークへの参加、プログラム・指定駐

車券、及び8月10日（日）のお弁当とお茶が付きます。前売

1,000席限定にて販売いたします。 

（プログラム・指定駐車券は大人券のみ）  

※販売期間は8月3日（日）までとなります。 
 

ＶＩＰスイート（屋内席）（税込） 
２日間有効・観戦券込 

大人 子ども（3歳～中学生） 

26,000円 19,000円 
※VIPスイートパスには、記念品・指定駐車券がつきます。グラン

ドスタンド上のスイートおよびグランドスタンドでの観戦、パドッ

クへの入場、グリッドウォークおよびピットウォークへの参加が

可能。（グリッドウォークは大人券のみ） 

また、8月10日（日）は、スイートでのお食事、フリードリンク（ビー

ル、ソフトドリンク）がご利用いただけます。前売80席限定。 

ツインリンクもてぎチケットセンター（窓口販売およびお電話に

よる通信販売）およびMOBILITY STATIONのみとなります。 

※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。  


