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さらに進化を遂げたフォーミュラ・ニッポン！ 

超高速バトルがツインリンクもてぎで炸裂する！！ 
 

昨年、ニューシャシー、ニューエンジンを導入し、大きく生まれ変わった

フォーミュラ・ニッポン。トヨタ、Hondaの2社がＶ型８気筒3400ccエンジン

を供給し、実に600馬力以上のパワーを絞り出す。ストレートでは軽く時速

300kmを超えるほどだ。 

その新生フォーミュラ・ニッポンも2年目を迎え、何もかもが新しく手

探り状態から始まった昨年と違い、サーキットをより速く走るための

データは揃った。そしてドライバーたちもフォーミュラ・ニッポンの走りを

マスターし、昨年を上回るスピードでのレースが展開されるのは確実だ。

フォーミュラ・ニッポン史上最速のバトルが期待される。 
 

 

チームメイトから最大のライバルへ！ 

２人のツインリンクもてぎマイスターＬ・デュバル、小暮卓史、 

もうひとりのマイスターＡ・ロッテラー、三つ巴の対決に注目！！ 
 

昨年はナカジマレーシングのチームメイトとして戦った

Ｌ・デュバルと小暮卓史がシリーズを席巻した。結果は

全8戦中デュバルが4勝、小暮が2勝を記録してデュバル

が初のドライバーズチャンピオンに輝くと同時にナカジマ

レーシングがチームタイトルを獲得した。 

今年はデュバルがダンディライアンチームに移籍。

2人は最大のライバルとして戦うことになったのだ。 

2007年小暮はツインリンクもてぎで行われた2戦で

2勝、予選PP1回と他を寄せつけなかった。08年はデュ

バルがもてぎで1勝を記録。昨年はシリーズ第3戦の

もてぎ予選で小暮、デュバルがPP、2番手を獲得し小暮が優勝。第6戦のもてぎはまたも小暮、デュバルが予選1-2。

決勝はデュバルが2位表彰台を記録。もてぎマイスターと言ってもいいほど、2人ともこのテクニカルコースで圧倒的な

速さ、強さを見せている。 

ディフェンディングチャンピオンとして乗り込むデュバル。群馬県出身で、ツインリンクもてぎはまさに負けられない

ホームコースの小暮。2人の戦いから目が離せない。 

小暮、デュバルがホンダエンジンを代表するドライバーなら、トヨタエンジンを代表するのがA・ロッテラー（トムス）

だ。昨年は1勝を記録してタイトル争いを繰り広げたが、その1勝はデュバルとの死闘を制したツインリンクもてぎで

マークしたもの。ロッテラーもまた通算3勝を記録しているもてぎマイスターなのだ。 

チームメイトから、最大のライバルへ！小暮、デュバルの戦いにロッテラーが加わった三つ巴の戦いはまさに必見。

春のツインリンクもてぎが熱く燃え上がる。 

2010/3/7  配信

第２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 5/２２ SAT. ・ ２３ SUN. 

予選 決勝 

フォーミュラ・ニッポンマシン「FN09」 

小暮卓史 L・デュバル A・ロッテラー 

２０１０年 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン
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地元パワーさく裂！２年目の塚越広大、ルーキー山本尚貴 

栃木県出身の精鋭がツインリンクもてぎを攻める 
 

小暮卓史が群馬県出身なら、今年2年目となる塚越広大（HFDP）と

ルーキー山本尚貴（ナカジマレーシング）はツインリンクもてぎのある栃木県

出身。2人とももてぎで育ったといっても過言ではないドライバーだ。塚越

は昨年の開幕戦、デビューレースでいきなり6位入賞して初ポイントを

獲得すると、第3戦ツインリンクもてぎでは地元の大声援を受けて、なんと

予選3位を記録。決勝も雨の中を快走し自己最高の4位フィニッシュを記録。

「まずは初めての表彰台を狙う」と定めた今年の目標をもてぎで達成する

可能性は大きく、さらにトップ争いの期待もかかる。 

昨年全日本F3のNクラスで見事タイトルを獲得。実力派ルーキーとして

フォーミュラ・ニッポンデビューを果たした山本尚貴にも注目したい。塚越

同様栃木県出身。ツインリンクもてぎのコースは誰よりも知り尽くしており、チームメイトはもてぎマイスターの小暮卓史だ。

様々な走行データを共有し、それを自分のものにできればルーキーイヤーの塚越を上回る活躍も期待できそうだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＦＣＪ２年目の野尻智紀も地元パワーを背に初優勝、初タイトルを狙う 
 

未来のF1を目指す若き精鋭たちが結集するFCJ(フォーミュラ

チャレンジ・ジャパン）も地元勢に注目が集まる。一昨年

SRS-F（鈴鹿サーキットレーシングスクール フォーミュラ）を卒業

し、スカラシップを獲得。昨年からFCJに参戦している茨城県

出身の野尻智紀だ。昨年は早くも第3戦、第4戦連続3位表彰台

を獲得すると第9戦、第10戦で今度は連続2位表彰台を記録。 

野尻は今年をタイトル獲得の年と定めた。まずは初優勝を

手にすることが目標だが、タイトルを確実にするための足場を

固める場所はもちろん地元ツインリンクもてぎだ。地元の大声

援をパワーに絶対に負けることのできない戦いに臨むことになる。野尻の快走に期待したい。 

 

 

 

 

 

 

 

●大会名称：2010年 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第2戦 ツインリンクもてぎ 

●同日開催：2010年アチーブメント全日本フォーミュラ3選手権 第3戦・第4戦 

2010年フォーミュラチャレンジ・ジャパン(FCJ) 第1戦＆第2戦 

ホンダ エキサイティングカップ ワンメイクレース 2010 ～シビック・シリーズ～  

インターシリーズ第3戦／東日本シリーズ第1戦 

●主  催：株式会社モビリティランド ／ エムオースポーツクラブ(M.O.S.C.) 

●公  認：国際自動車連盟(FIA) ／ 社団法人日本自動車連盟(JAF) 

●認  定：日本レースプロモーション ／ 日本フォーミュラスリー協会(NFⅢA) ／ 

ホンダワンメイクレースアソシエーション(H.O.A) 

地元栃木県出身、塚越広大選手・山本尚貴選手の応援席が登場！ 

地元選手の熱い走りをみんなで応援しよう！！ 
 

 

 

 

チームサポーターズシートの詳細は次ページをご覧ください。 

塚越広大 応援席 
（ＨＦＤＰチームサポーターズシート） 

山本尚貴 応援席 
（ナカジマレーシング チームサポーターズシート）

塚越広大 山本尚貴 

野尻智紀の走り 

野尻智紀 
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チームサポーターズシート 
 

 

 

 

 

 

★★チームサポーターズシートは特典がいっぱい！★★ 
【特典１】 あなたのシートにドライバーがやってくる！ 

ドライバーがサポーターズシートへご挨拶に伺います！ 

決勝レース直前にドライバーの生の声を聞こう！ 
 

【特典２】 優勝したら祝勝会に参加できる！ 
ご購入の応援チームが優勝した場合は、祝勝会にご参加いただけます。 

 

【特典３】 決勝レース直後のコースに入場できる！ 
余韻も醒めやらぬ熱いレースの雰囲気を間近に体感できるエリアにご入場いただけます。 

 

【特典４】 優勝したら表彰式プレゼンターになれる！ 
ご購入の応援チームが優勝した場合は、抽選で1名様が表彰式プレゼンターとしてご参加いただけます。 

※当日の抽選となります。 
 

【特典５】 優勝したらポディウム下の専用エリアに入場できる！ 
ご購入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６】 オリジナルグッズプレゼント！ 
 

【特典７】 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。 

大人 (高校生以上） 子ども (３歳～中学生） 当日指定席券 
（３歳以上共通・別途観戦券必要） ２日通し観戦券、Ａ席座席指定券付き 

６，０００円 １，５００円 １，０００円 
※指定席は決勝日のみ有効 

※下記[特典7]は当日指定席券の方は対象外となります。 

※前売券で完売の場合、当日指定席券の販売はございません。 

昨年の祝勝会の様子 

応援するチームが優勝すると、祝勝会にも参加できてしまう、驚きのチケット！

チームサポーターズシートでお気に入りのチームを応援しよう！!

［価格はすべて税込］

魅力的な観戦プランをご用意いたしました！ 
～コースに隣接するホテルツインリンクに宿泊で、ゆっくりレース観戦～ 

フォーミュラ・ニッポン らくらく観戦宿泊プラン 
 

５月２２日（土） 
レース前日に宿泊 

朝から余裕の観戦 

大人(高校生以上) 18,000円

中学生 12,600円

子ども（3歳～小学生） 9,000円

※1室2名様以上でご利用の場合のお一人様料金となります。 

※コース側のお部屋をご希望の場合はコースビュー料金として、 

大人：1,000円、中学生：700円、子ども：500円 割増となります。 

★詳細はホテルツインリンクホームページ 

（http://www.twinring.jp/hoteltwinring/）をご参照ください。 

［価格はすべて税込］

５月２３日（日） 
レースを一日堪能 

余韻を楽しみ、ゆっくり滞在

大人(高校生以上) 16,000円

中学生 11,200円

子ども（3歳～小学生） 8,000円

「観戦券＋公式プログラム」付き
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フォーミュラ・ニッポン第２戦は栃木県・茨城県感謝ＤＡＹ！ 

「とちぎ和牛」ポール・ポジション当てプレゼントクイズ 
 

決勝前日5/22（土)にポール・ポジション予想クイズを実施します。 

見事正解した方には「とちぎ和牛」をプレゼント！ 

※写真はイメージです 

いばらきメロンカップ「コチラレーシングドリームマッチ」開催！ 
 

チーム監督や名ドライバーによるミニレース、いばらきメロンカップ「コチラレー

シングドリームマッチ」が5月23日（日）、フォーミュラ・ニッポン第2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Mote-Laだ。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。 
 

■２３日（日） ピットウォーク中 ロードコースにて開催 

※当日の天候やレース進行状況になどより、スケジュールの変更、中止する場合があります。 

※写真はイメージです 

栃木県・茨城県 感謝デー 特別企画 

「究極とちぎ和牛バーガー（茨城県特産いばらきメロン[カットメロン]付き）」
※ブリックヤード店内限定数販売 

※２日間130食限定 
 

今や全国的なブランド牛を100%使用したオリジナルパティにチーズと

フレッシュオニオンをトッピング。和牛の甘いコクとジューシーさを

最大限ひきだすため、あえてソースレス（塩コショウ）で食べるスペ

シャルバーガー。 

なんと今年はパティダブルタイプも先着販売！ 
 

■料金： タイプシングル（和牛パティ1枚） 1,800円  

 タイプダブル（和牛パティ2枚） 2,200円 ※予選日：先着20食限定、決勝日：先着30食限定 

グランドスタンドプラザ特設ステージイベントで 

「とちぎ和牛」・「いばらきメロン」それぞれの 

プレゼントイベントを開催！ 
 

ご来場のお客様に、とちぎ和牛／いばらきメロンが当たる 

プレゼントステージを開催！ 

※写真はイメージです 
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■前売観戦券（２日通し券） 

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 ５００円 １１，０００円 
 

※前売観戦券・駐車券の販売期間は5月21日(金)までとなります。 

※お電話による通信販売およびMOBILITY STATIONは5月16日（日）までの販売です。 
 

■当日観戦券 

 
大人 

(高校生以上） 
子ども（2日通し券） 

(３歳～中学生） 

５月２２日（土）予選日 ３，０００円 
５００円 

５月２３日（日）決勝日 ６，０００円 
 

 

■学割（２日通し券） 

高校生以上の学生に学割チケットをご用意いたしました！ 

学割（大人料金の50％割引） 

２，５００円 
 

※中学生以下の学生は子ども券にて観戦いただけます。 

※レース当日、入場ゲートにて学生証をご提示の上、ご入場ください。学生証をお忘れの際は2,500円の追加料金が発生 

しますのでご注意ください。 
 

■グループ割（２日通し券） 

みんなで観戦するとお得なグループ割をご用意いたしました！ 

グループ割３（大人3名・10%割引） グループ割４（大人4名･15%割引） 

１３，５００円 １７，０００円 
 

 

■前売駐車券（２日通し券） 

４輪・バス ２輪 コースサイド（4輪） 

１，０００円 ５００円 ３，０００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。 

※前売駐車券の販売期間は5月21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（4輪・2日通し券）

５月２２日（土）予選日 ２，０００円 ５００円 
４，０００円 

５月２３日（日）決勝日 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。また、翌日の入場の際の入場待機場所は 

Ｐ２となります。 

３月１３日（土）チケット発売開始！ 
［価格はすべて税込］
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■パドックパス（２日通し券） ※別途観戦券が必要です 

大人（高校生以上） 子ども（3歳～中学生） 

５，０００円 ２，５００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。 

※安全なレース運営のため、ピットボックス上部へは終日レース関係者以外の立入をお断りさせていただいております。 

あらかじめご了承ください。 

 

■ピットウォーク ※別途観戦券が必要です 

 大人（高校生以上） 中学生以下 

５月２２日（土）予選日 １，０００円 
無料 

５月２３日（日）決勝日 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

チケットのお求めは 券種によってお取り扱いのない窓口もございます

■ツインリンクもてぎチケットセンター 窓口販売 3月13日(土)10:00～5月21日(金)17:00まで 

（営業時間：3月 平日10:00～16:00 土日祝10:00～16:30 ／ 4～6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13日(土)10:00～5月21日(金)17:00まで 

（営業時間：3月 平日10:00～16:00 土日祝10:00～16:30 ／ 4～5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 

3月13日(土)10:00～5月16日(日)24：00まで 

（24時間受付） 

 

5月21日(金)まで販売 
 

●チケットぴあ ●ローソンチケット ●e+ ●CNプレイガイド ●Hondaウエルカムプラザ青山 
●道の駅もてぎ（栃木県茂木町） ●STEP-１（栃木県茂木町） ●かましん もぴあ店（栃木県茂木町） ●道の駅はが（栃木県芳賀町）
●鈴鹿サーキットレースチケットセンター ●三菱UFJニコスチケットサービス（三菱UFJニコス カード会員専用） 
●セブンイレブン ●ローソン ●ファミリーマート ●サークルＫ ●サンクス ●am/pm（一部店舗を除く） 
※上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。 

 

■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 えるオンラインショップ  

詳 しくは http://mls.mobi l i ty land.co. jp/にアクセス！ 

［価格はすべて税込］


