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★ＧＴ５００クラス 
鈴鹿ポッカ1000kmで松田次生組ＧＴ-Ｒが優勝。伝説マシンの強さが

続くのか? 得意とするツインリンクもてぎでＮＳＸが一気に巻き返すのか!? 

今季の鍵を握る戦いが始まる!! 
国内で最も古い歴史を持つ鈴鹿ポッカ1000km。

今年その過酷なレース（8月24日決勝）を制したのは

ニッサンGT-Rの松田次生／Ｄ・シュワガー組（カルソ

ニックIMPUL）だった。数々の記録を打ち立て、伝説の

名車と呼ばれたGT-R、今年５年ぶりにレースシーン

に復活すると開幕戦鈴鹿、第２戦、第４戦と３回も１位、

２位を独占。ここまで６戦を終了しGT-R勢は４勝を

記録する圧倒的な強さを見せている。 

そのGT-Rがツインリンクもてぎに登場するわけだ。これまでと同じ速さ、強さを見せてくれるのは間違いないだろう。中でも

気合が入るのが開幕戦、第２戦と連勝している本山哲／Ｂ・トレルイエ組だ。ここで３勝目を挙げればGT-Rにデビューイヤー

のタイトルをもたらせることも可能なのだ。さらに調子を上げてきているのがＲ・クインタレッリ／横溝直輝組GT-Rだ。「チーム

は鈴鹿ポッカ1000kmと第7戦もてぎに照準を合わせてやってきた。マシン

の操縦性も良くなってきたし、もてぎではトップを狙える」と横溝。イエロー

のGT-Rも優勝争いに加わってきそうだ。 

しかし第７戦の舞台はツインリンクもてぎ。ここで負けられないのが

NSX勢だ。昨年は道上龍／小暮卓史組（TAKATA童夢NSX）がポール・

トゥ・ウィン。一昨年は細川慎弥組（レイブリックNSX）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（ポール・ポジション）を獲得しているのだ。道上

組は今季第５戦で優勝しており、細川慎弥／井出有治組は第６戦で予選

PPから２位フィニッシュ。さらにはＲ・ファーマン／伊沢拓也組（ARTA 

NSX）も好調で、得意とするコースで優勝し、タイトルへの足掛かりとした

いところだ。まさにGT-R勢、NSX勢の意地と意地が激突する、今シーズ

ン最も見応えのある戦いが展開されることになる。 

2008.9.4 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

Ｒ・クインタレッリ／横溝直輝組GT-R Ｒ・ファーマン／伊沢拓也組NSX 

松田次生 本山哲 

道上龍 細川慎弥 伊沢拓也 

横溝直輝 
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シリーズタイトル争いは大接戦。 

ツインリンクもてぎを制した者が王手をかける!! 
今シーズンのSUPER GTは第６戦までは有効

ポイント制が採用され、６戦中ポイントの高い４戦

が採用されるが、今回の第７戦ツインリンクもてぎ

ラウンドから最終戦までは３戦全てのポイントが加算

される。第６戦終了時点の有効ポイントは道上龍／

小暮卓史組NSXが53ポイントでトップ。これを本山哲

／Ｂ・トレルイエ組GT-Rが49ポイントで、立川裕路／

Ｒ・ライアン組SC430とＭ・クルム／柳田真孝組

GT-Rがともに47ポイントで、脇阪寿一／Ａ・ロッテ

ラー組SC430が45ポイントで続く展開。上位５チーム

が８ポイント差の中にひしめく大接戦となっている

のだ。こうなるとやはり、ツインリンクもてぎラウンドは

重要な１戦となる。ここからは全レースのポイントが

有効となり、ひとつも落とすことができない。ここで

勝てば終盤の主導権を握ると同時に、ライバルに

大きなプレッシャーを与えることができるのだ。 

やはり今年もツインリンクもてぎでの戦いがタイトル

争いの鍵を握ることになった。 

 

 

★ＧＴ３００クラス 
鈴鹿ポッカ1000kmを制したＺの星野一樹組がランクトップ浮上も、上位５チーム

が18ポイント差にひしめく大接戦 
第６戦鈴鹿ポッカ1000kmを制したのはフェアレディＺの星野一樹／安田裕信組だった。

GT300クラスはこれで今季５チーム目のウィナー誕生だ。シリーズ争いはその星野組が61

ポイントでトップ。唯一今シーズン２勝を記録したガライヤの新田守男組が58ポイントで、

RX-7の井入宏之組が54ポイント、MR-Sの平手晃平組が48ポイント、スバル・インプレッサの

山野哲也が43ポイントで続き、18ポイント差の中に上位５チームがひしめく大接戦だ。そして

GT300クラスもツインリンクもてぎラウンドがタイトル争いの鍵を握ることになった。 

と言うのも、タイトル争いから遠ざかったものの、優勝する力のあるチームが多数いるからだ。

昨年、一昨年とタイトル争いを展開した紫電の高橋一穂組。速さを見せながら、それが結果

に結びつかないのがポルシェの谷口信輝組とガイヤルドの和田久組。中でもガイヤルドは

地元栃木県出身の双子レーサー栗原宗之が

和田とコンビを組むだけに、どのレースよりも

力が入る。栗原正之もポルシェ911GT3Rで参戦

してくる。彼らにとってツインリンクもてぎは走り

慣れたホームコースだけに、今まで以上の速さ

を見せてくれるはず。彼らが狙うのはもちろん

優勝。それ以外ならリタイアでも構わないといった

レースをしてくるはず。それだけにランキング

上位陣との戦いは、今シーズン中最も激しい

ものとなりそうだ。 
 

ランキングトップ、道上龍／小暮卓史組NSX 

ランキング2位、本山哲／Ｂ・トレルイエ組GT-R 

立川裕路／Ｒ・ライアン組SC430 

Ｍ・クルム／柳田真孝組GT-R 

脇阪寿一／Ａ・ロッテラー組SC430

星野一樹／安田裕信組フェアレディＺ 

新田守男組ガライヤ 

井入宏之組RX-7 
栗原宗之 栗原正之 
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予選はノックダウン方式を採用！ 精鋭だけのラストアタックは緊張の連続だ。 
ツインリンクもてぎでは昨年に引き続きノックダウン方式の予選が行われる。Ｆ１やフォーミュラ・ニッポンで採用されている

システムと同様のもので、まずは各クラス15分間ずつのセッション１がスタート、GT300、GT500の順に全車が出走してタイム

計測を行う。まずここで下位がふるいにかけられ、GT300は21位以下が、GT500は13位以下が次のセッションに進むことが

できず、スターティングポジション決定となる。残った20台（GT300）、12台（GT500）が短いインターバルを置いて10分間ずつ

のセッション２に進出。ここでもまたGT300の11位以下、GT500の9位以下が予選終了。残ったのはGT300のトップ10台、

GT500のトップ８台だ。最後のセッション３（各クラス10分間ずつ）はまさに精鋭たちの戦いとなるわけで、誰がトップに立っても

おかしくない状況の中でのタイムアタック合戦はまさに見応え十分。手に汗握る白熱の展開となるはずだ。 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ ベ ン ト 情 報  

KIDSピットウォーク開催！ 

■日 程：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。

走行マシンはグランドス

タンドプラザでの展示も

行われる。 
 

■展示日程：13日（土）・14日（日） 

■展示会場：グランドスタンドプラザ 

■デモラン日程：14日（日）11:45～12:00 

■デモラン会場：ロードコース 

GT500：13位以降 

GT300：21位以降 

グリッド決定 

GT500：9位～12位 

GT300：11位～20位

グリッド決定 

セッション１ 
（各クラス15分間） 

GT500上位12台 

GT300上位20台 

セッション２進出 

GT500上位8台 

GT300上位10台

セッション３進出 

P・P 

決定！ 

GT500：1位～8位 

GT300：1位～10位 

グリッド決定 

全車走行 
GT500：12台走行

GT300：20台走行

GT500：8台走行 

GT300：10台走行 

セッション２ 
（各クラス10分間） 

セッション３ 
（各クラス10分間） インターバル7分 インターバル7分 

GT MEMBERS'ステージイベント 
大好評のドライバートークショー、キャンギャルオンステージに加え、SUPER GTイメージガールの

ミニライブショーや、SUPER GT参戦チームのグッズがもらえるジャンケン大会など、盛りだくさん

のイベントが開催される。 

■日程：13日（土）・14日（日） 

■会場：グランドスタンドプラザ 
昨年のキャンギャルオンステージの様子 

オーナーズクラブパレード 
今シーズンSUPER GTでバトルを繰り広げているNSX、GT-R、そして昨年まで活躍していた

フェアレディZの市販車が、ロードコースをパレード！ 

 

★ＮＳＸオーナーズクラブパレード 
■日程：14日（日）ピットウォーク中 

■場所：ロードコース 

 

★フェアレディＺ・ＧＴ-Ｒオーナーズクラブパレード
■日程：14日（日）全レース終了後 

■場所：ロードコース 過去のGT-Rパレードの様子 

※1名のドライバーは最大２回のセッションまで出走することができる。 
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公開車検 
予選日の早朝、マシンの車検が行われている間はピットレーンを一般にも開放。車検

中のマシンがあるピットを見学できる。とても間近でSUPER GTマシンをじっくり見るチャン

スだ。なお、ピット自体には立ち入りできないので、決められた場所からご見学を。 

【パドックパス所持者限定】 

■日程：13日（土）7:30～8：45 

■場所：ロードコースピットロード 

グランツーリスモ ブース ＆  

グランツーリスモ5プロローグ ゲーム大会 
グランドスタンドプラザにグランツーリスモのブースが登場！ゲームマシン、プレイステーショ

ン３用ドライビングシミュレーションソフトウェア「グランツーリスモ5プロローグ」を、見て、触れ

て、体験できるブースが登場。 

13日(土)にはゲーム大会も開催。ブースで行われる予選の上位3名は、夕方、キッズピット

ウォーク中に、ロードコースピットロードに設置されたゲームマシンでGTドライバーと対戦！GT

のプロフェッショナルが速いのか！？それともグランツーリスモ使いの「あなた」が速いの

か！？グランツーリスモ５プロローグによる真剣バトルを見逃すな！ 
 

グランツーリスモブース グランツーリスモ5プロローグ ゲーム大会（参加費：無料） 

■日程：13日（土）・14日（日） 

■場所：グランドスタンドプラザ 
予選大会 

■日程：13日（土）11:00～14:00 

■場所：グランツーリスモブース 

GTドライバーと対決 

■日程：13日（土）キッズピットウォーク中 

■場所：ロードコースピットロード 

Honda Collection Hall ガイドツアー 
館内１階企画展『Honda Dreams～夢の共鳴』、館内2階『市販製品のフロア』をスタッフがご案内します。 

『Honda Dreams～夢の共鳴』ガイドツアー 
■日程：13日（土）・14日（日）各日10:30～ 

■場所：Honda Collection Hall １階 

■定員：10名 

『市販製品のフロア』ガイドツアー 
■日程：13日（土）・14日（日）各日14:30～ 

■場所：Honda Collection Hall ２階 

■定員：10名 

ウィークエンドラン ミュージアムシアター 
コレクションホール所蔵車両が中庭ミニコースを 

走行。 

■日程：13日（土） 11:30～ 14:00～ 

14日（日） 11:30～ 16:30～ 

■場所：Honda Collection Hall 中庭ミニコース 

※雨天の場合は走行中止いたします。 

※走行車両、走行時間など、予告なく変更する場合

がございます。 

ＭｏｔｏＧＰをはじめとする、ホンダの昨シーズンの2輪

モータースポーツ活動を振り返る総集編映像『Honda 

Motorcycle Racing 2007』を上映。 

■日程：13日（土） 10:00～毎時0分より上映 

14日（日）   9:00～エンドレス上映 

■場所：Honda Collection Hall 

昨年の公開車検の様子 

鈴鹿ポッカ1000kmで開催されたグランツーリ

スモゲーム大会の様子 

走行が予定されている

1947 年 製 モ ト グ ッ ツ ィ

モトレゲラ65 
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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 

 

■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) SOLD OUT SOLD OUT 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   

ADVANファンシート ※1(200席限定) SOLD OUT SOLD OUT 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。 

チケット好 評 販 売 中 ！ 

■ＶＩＰテラス 

VIPテラス（屋外席・座席指定） ※1 

大人（高校生以上） 子ども（3才～中学生） 

１６，０００円 ７，５００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（大人券のみ。パスの提示で一般駐車場にお停めいただけます）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。 

［全て税込価格］

■チケット完売情報 
 B席らくらく観戦セット券（らくらく観戦ペアチケット、らくらく観戦ファミリーチケット） 

 ロードコースコースサイド駐車券 

 スーパースピードウェイコースサイド駐車券 

 ピットウォーク券9/14（日） 

 サーキットサファリ 

 VIPスイート 

 らくらく観戦駐車券（P4駐車場・P7駐車場） 

 ADVANファンシート 

 Hondaファンシート 

※9月2日時点での情報となります。最新の情報はホームページをご覧ください。 
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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 9月12日(金)17：00まで 

■ツインリンクもてぎチケットセンター 電話販売 
0285-64-0080 

9月7日(日)17：30まで 

※ツインリンクもてぎチケットセンター（窓口販売・電話販売）の営業時間は下記のとおりです。 

9月 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 
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） SOLD OUT 

※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。 


