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■3月28日（日） ツインリンクもてぎでいよいよ開幕！■ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＳＵＰＥＲ ＧＴ最速男、立川祐路がポルシェでＳＴ－１クラス参戦！ 

王者ＢＭＷ Ｚ４Ｍクーペと対決！！ 
 

今年20周年の節目の年を迎え、スーパー耐久

シリーズは話題満載。中でも注目したいのが

SUPER GT最多ポール・ポジション獲得記録を

持つ立川祐路の参戦だ。かつてSUPER GTで

コンビを組んでいた竹内浩典、昨年のポル

シェカレラカップジャパンチャンピオンの清水

康弘とのトリオで、まさに最強チームと言って

いいだろう。 

マシンは最新のポルシェ911GT3タイプ997。

先にツインリンクもてぎで行われた公式テスト

でベストタイムを記録するなど、いきなりの

優勝候補に浮上だ。「参戦のきっかけは竹内

さんから半年がかりで口説かれたから……というのは、半分冗談ですけど

(笑)、レースを楽しみつつ、僕は助っ人として、ふたりの力になれたら最高で

すね」と立川は語っていた。 

このポルシェを迎え撃つ立場となるのがPETRONAS SYNTIUM TEAMの

BMW Z4Mクーペ。2年連続でST-1クラスを制した最強マシンだ。今年も谷口

信輝／柳田真孝組、片岡龍也／F・ハイルマン組の2台が参戦。立川組ポル

シェとのバトルは、これまでのST-1クラスで最も激しいものとなりそうだ。 

 

 

３／２８ SUN. 

2010/3/23 配信

も て ぎ ス ー パ ー 耐 久

スーパー耐久シリーズ2010 第１戦 
予選＆決勝

２０１０ 

●大会名称：スーパー耐久シリーズ2010 第1戦 もてぎスーパー耐久 

●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：社団法人日本自動車連盟（JAF） 

●後 援：茂木町 ／ FM NACK5 

ST-1クラスに参戦する立川祐路（左）と 

立川／竹内／清水組ポルシェ（上） 

PETRONAS SYNTIUM TEAMの 

BMW Z4Mクーペ 
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元ＧＰライダー青木拓磨がインテグラでＳＴ－４クラスに参戦 
 

今年注目のドライバーは立川祐路だけではない。かつて2輪ロードレース

最高峰の世界選手権GP500クラスに参戦した青木拓磨だ。98年、テスト中

の事故で車椅子生活を余儀なくされたが、情熱は衰えず、カートレースに

参戦。近年はダカールラリーを始めとする海外ラリーなどにも出場。そして

今年かねてからの僚友・土屋武士を伴い、スーパー耐久に打って出ることと

なったのだ。 

「夢のような復活です、武士と一緒にいろん

なところに働きかけ、レースがダメならラリー

ということでやっていたんです。でも、僕は

ロードレース畑でやってきたから、やっぱり

レースがやりたかった」と青木。 

挑むのはST-4クラスで、マシンはインテグラ。青木が上半身だけで操作できるようハンド

ドライブ装置が備えられているが、土屋は通常どおりペダルの操作で、マシンを走らせる

ことになる。テストでは4番手となったが、上位とのタイム差はごくわずか。十分、勝負になる

はずだ。 

 

 

ＳＴ－２クラスは新旧ランサーエボリューションの対決！ 

ＳＴ－３クラスはフル参戦ＢＭＷ Ｍ３が台風の目に！？ 
 

3500cc以下の四輪駆動車で争われるST-2クラスは、今年も新旧ランサーエボリューション

の対決。最新のエボXで連覇を狙うENDLESS SPORTSは、峰尾恭輔の新たなパートナーに、

SUPER GT、GT300クラスに出場していた植松忠雄を起用。テストでもトップタイムをマークして

貫禄を示した。対抗馬となるのは、小川日出生率いるRSオガワで、完璧に熟成されたエボIX

での2カー体制で挑む。 

排気量の上限は同じ3500ccながら、二輪駆動車によって争われるST-3クラスは、RX-7、

フェアレディZ、BMW M3、NSXなどが参戦。今年も混戦が予想されるが、テストでトップタイム

をマークしたのはフェアレディZの影山正彦

／池田大祐組だった。そして、昨年はス

ポット参戦だったBMW M3の伊橋勲／廣田

秀機組が再びフル参戦を決め、混戦に拍

車をかけそうだ。 

 

 
 

ヨコハマタイヤのワンメイク化実現 

新設ＳＴ－５クラスはハイブリッド車の参戦も可能に 
 

今年スーパー耐久シリーズはふたつの変革を行う。ひとつは、タイヤのワンメイク化だ。ヨコハマ

タイヤが全車に均一な性能のタイヤを供給。これによりさらに接戦が展開されることになる。 

もうひとつはST-5クラスの新設。1500cc以下の車両が対象で低コストでのレース参戦が狙い。だ

がこの排気量域は隠れスポーティゾーンとなっており、ナンバーつきレースも行われているヴィッツ

やデミオなどをコンバートして出てきそうだ。公式テストには2台のヴィッツが参加し、良好なフット

ワークを見せていた。 

またハイブリッド車両も出場できることが決定。これを受けて発表されたばかりのホンダCR-Zでの

参戦を目論んでいるチームもあり、ハイブリッド車の好燃費は決勝で有利となるのは間違いない。 

 

青木拓磨（左）と土屋武士 

ハンドドライブ装置を確認 

する青木拓磨 

ST-2クラス 

ランサーエボリューション

ST-3クラス、左からRX-7、フェアレディZ、BMW M3 

ST-5クラス、ヴィッツ 
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スーパー耐久レースイベント 
 

フリーピットウォーク＆公開車検（２７日）／ピットウォーク（２８日） 
フリーピットウォークでは、開幕を翌日に控えたマシンとチームを目の

前でご覧いただけるとともに、公開車検の様子を見ることができます。

また28日には大好評のピットウォークを開催いたします。 
 

【フリーピットウォーク＆公開車検】 

■日時：3月27日（土）15:00～16:00   ■場所：ピットロード 

■料金：無料 

※フリーピットウォーク＆公開車検は、通常入場・駐車料金もしくは 

入場ゲートでのスーパー耐久前売観戦券と前売駐車券のご提示 

でご入場・ご参加いただけます。 
 

【ピットウォーク】 

■日時：3月28日(日)10:40～11:30   ■場所：ピットロード 

■料金：高校生以上1000円(税込) 

※ピットウォークは、中学生以下は観戦券[500円(税込)]のみでご参加いただけます。 

 

スーパー耐久オフィシャルステージ 
おなじみの「キャンギャルオンステージ」は、スーパー耐久開幕戦と相

まってお披露目となるチームキャンギャルのデビューステージです。他に

も、2010年スーパー耐久イメージガール スーパーガールズ“JUICY”ライ

ブステージ、JUICY09ラストライブステージ、西山未織ダンスステージ、

D-Riveライブなど、イベントをもりだくさんでお送りいたします。 
 

■日時：3月28日(日)9：00～16:30 ※キャンギャルオンステージは14:00～15:00 

■場所：グランドスタンドプラザ スーパー耐久オフィシャルステージ 

 

ツインリンクもてぎエンジェルデビュー＆コチラレーシング 
今シーズンのもてぎのレース、イベントを盛り上げるツインリンクもてぎエンジェル

第12期生のデビューと、コチラレーシングの紹介を行います。 
 

■日時：3月28日(日)11：35～11：40 

■場所：ポーディウム／スーパースピードウェイホームストレート 

 

ゲートオープン コチラdeダンス 
観戦ゲートオープンに合わせ、早朝からご来場いただいたお客様に向けて、コチラ

レーシングとツインリンクもてぎエンジェルによるコチラdeダンスを披露。ダンス

終了と同時にゲートオープンでご入場いただけます。 
 

■日時：3月28日(日)7:55～8:00 

■場所：グランドスタンドプラザ ゲート 

 
※記載されている内容は、予告なく変更になる場合がございます。 

※天候、コースコンディションなどにより内容は予告なく変更になる場合がございます。 

※写真はイメージです。 

スーパー耐久開幕戦は春休みイベント満載！ 
スーパー耐久レースイベント   新フィールド『モビパーク』誕生   春休みイベント 

～3つのイベントが全て楽しめる！レース以外にファミリーで楽しめるイベント盛りだくさん～ 

©Tezuka Productions
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オープニングセレモニー 
2010年シリーズの開幕戦に参戦するドライバーとマシンのお披露目、オープニングセレモニーを実施いたします。

クラスごとに全選手を紹介するほか、参戦マシンによる一斉エンジンスタートを行います。 
 

■日時：3月28日(日)12：00～12：20 

■場所：スーパースピードウェイ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※記載されている内容は、予告なく変更になる場合がございます。 

※天候、コースコンディションなどにより内容は予告なく変更になる場合がございます。 

※写真はイメージです。 

新フィールド「モビパーク」誕生！ 
 

さまざまな“のりもの”に触れ、自分で自由にモビリティを

操る楽しさや、交通ルール・マナーの大切さを体験でき

るとともに、ものづくりを通して次世代を担う子どもたち

が夢を創造することができる空間です。 

 

新しい“のりもの”３機種登場！ 

アクロエックス 

キッズパイロット

クイックレーサー

春のＭＯＢＩフェスタ 
働くクルマ大集合 
身近なクルマから、工事現場で活躍するクルマ、見たこともない特殊な建機まで、50台以上の

“働くクルマ”が大終結！高所作業車などの搭乗や、なりきり＆コクピット体験もお楽しみいただ

けます。 

 

ロンドンバスで場内めぐり 
イギリスの街中で見かける真っ赤

な2階建てバスがツインリンクもてぎ

に登場！見るだけでもウキウキす

るロンドンバスに実際に乗って、 

場内を楽し

く 移 動 し て

いただけま

す。 

 

コチラのＭＯＢＩラリー 
MOBIフェスタのアトラクションやプロ

グラムをスタンプラリーでお楽しみい

ただけます。スタンプを3個以上集め

ると、レース観戦ファイリーチケットや

オリジナルグッズが当たる抽選にご応

募いただけます。 

 

レーシングマシン展 
インディカー、GTカー、MotoGPマシンをはじめ

とする数々のレーシングマシンをご覧いただ

けます。レーシングスーツやツインリンクもてぎ

エンジェルのコス

チュームを着て、

なりきり体験・コ

クピット体験もお

楽しみいただけ

ます。 

※まだまだクルマのイベント盛りだくさん！ 詳しい情報はホームページで随時更新！！ 
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■観戦券 

 大人 
（高校生以上） 

子ども 
（3歳～中学生） 

ファミリー 

前売 ３，２００円 ５００円 ７,4００円 

当日 ４，０００円 ５００円 － 

※ファミリーチケットは大人2名＋子ども2名＋駐車券1台がセットになったお得なチケットです。 

 
■パドックパス＆ピットウォークパス 

パドックパス 
（高校生以上） 

ピットウォーク 
（高校生以上） 

３，０００円 １，０００円 

※中学生以下のお子様はパドックへの入場及びピットウォークへの参加が無料となります。 

※安全なレース運営を行う為、ピットBOX上部へは終日レース関係者以外の立ち入りを禁止とさせていただきます。 

あらかじめご了承ください。 

※パドックパスは3,000枚の限定販売となります。前売券完売の場合、当日券の販売はございません。 

※ピットウォークパスは2,000枚の限定販売となります。前売券完売の場合、当日券の販売はございません。  

またツインリンクもてぎチケットセンター（窓口・電話による通信販売）、およびMOBILITY STATIONのみ販売いたします。 

お得な宿泊プランをご用意しました。 
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 

「らくらく観戦宿泊プラン」 
 

■１泊２食付き。観戦券（人数分）＋プログラム（1部屋につき1冊） 

チケット好評販売中！ 

らくらく観戦宿泊プラン ３月２７日(土)泊 
～レース前日に宿泊 朝から余裕の観戦～ 

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 

［価格はすべて税込］

らくらく観戦宿泊プラン ３月２８日(日)泊 
～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 １５，０００円 

中学生 １０，９００円 

子ども（3歳～小学生） ７，５００円 

 

※１室４名様まで宿泊可能（添寝含む） 

※料金は１室２名様以上のご利用で１名様

あたりの料金です。 

※シングル利用の場合は３０００円アップ 

［価格はすべて税込］ 
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■駐車券 

 ４輪 ２輪 コースサイド（４輪） 

前売 １，０００円 ５００円 ３,０００円 

当日 ２，０００円 １，０００円 ４，０００円 

※コースサイド駐車券は、ロードコース外周路（S字～V字～ヘアピン手前）に駐車可能。250枚限定。 

※コースサイド駐車券はツインリンクもてぎチケットセンター（窓口・電話による通信販売）およびMOBILITY STATIONのみ販売 

いたします。 

 
■サーキットパレード付き指定駐車場（P7) 

４輪 ３，０００円 

※決勝レース終了後にご自分のお車でレースが行われていたコースをパレード走行できる権利付きの指定駐車券です。 

 駐車場も中央エントランスに近いP7駐車場をご用意しております。 

※車種の限定はございません。 

※パレード走行の実施コースおよび実施時間などの詳細については、現在調整しております。 

※前売のみとなります。また、ツインリンクもてぎチケットセンター（窓口・電話による通信販売）とMOBILITY STATIONのみ 

販売いたします。 

 
■オーナーズチケット 

  観戦券＋パドックパス＋第2パドック内駐車券付き（第2パドック内駐車券はドライバーのチケットのみ） 

ドライバー・大人 ６，０００円 

同乗者・大人（高校生以上） ５，０００円 

同乗者・子ども（３歳～中学生） ５００円 

●パレード走行に参加できます。 ※パレード走行の実施コースおよび実施時間などの詳細については現在調整しております。 

●対象となる車種 

BMW：3シリーズ／BMW：Mシリーズ／BMW：Zシリーズ／ポルシェ：911／フェアレディZ（Z33、380RS）／ 

ランサーエボリューション（全車種）／RX-7（全車種）／NSX（全車種）／インテグラ（DC2、DC5）／CIVIC（EK、EU、EP、FD、FN）／ 

S2000（全車種）＋2010年新規参戦車輌（決定次第追加ご案内いたします。）  

※前売のみとなります。また、ツインリンクもてぎチケットセンター（窓口・電話による通信販売）とMOBILITY STATIONのみ 

販売いたします。 

 
■快適観戦パック  

  暖かいVIPスイートルームで快適にレース観戦！ソフトドリンクのフリードリンク付き！！ 

観戦券+ＶＩＰスイートルームへの入場+フリードリンク付き 

大人（高校生以上） ６，０００円 

子ども（３歳～中学生） ３，０００円 

※前売のみとなります。また、ツインリンクもてぎチケットセンター（窓口・電話による通信販売）とMOBILITY STATIONのみ 

販売いたします。 

※100枚の限定販売となりますので、完売になり次第、販売を終了させていただきます。 

※フリードリンクの提供はソフトドリンクのみとなります。 

※別途駐車券が必要です。 
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■モビパークパスポート付き観戦券 

   スーパー耐久の観戦券とモビパークパスポートがセットになったお得なセット券です。 

観戦券+モビパークパスポート 

３歳～未就学 １，５００円 

小学生～中学生 ２，３００円 

※前売のみとなります。またツインリンクもてぎチケットセンター（窓口・電話による通信販売）とMOBILITY STATIONのみ販売い

たします。 

※本パスポートの利用は『モビパーク』内プッチタウン、ファンファンフィールド、ファンファンラボの乗り物メニューに限ります。

カートランドでのご利用は対象外となります。 

※中学生以下のお子様は本パスポートにてスーパー耐久の観戦が可能となります。 

 

■学割 

  高校生以上の学生にお得な学割登場！なんと前売観戦券3,200 円が半額の1,600 円でご購入いただけます。 

高校生以上の学生 １，６００円 

※中学生以下の学生は子ども券にて観戦いただけます。 

※販売窓口はツインリンクもてぎ窓口、電話での通信販売、MOBILITY STATION および各種プレイガイド、コンビニエンスストア

のみとなります。 

※学割「自由席」は引換券の販売です。 

レース当日にツインリンクもてぎチケットセンターにて学生証をご提示の上、観戦チケットに引き換えとなります。 

※学生証をお忘れの際は1,600円の追加料金が発生しますのでご注意下さい。 

 

 

 

 

※販売窓口によって販売期間、および取扱商品が異なる場合がございます。 

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 3月27日(土)16:30まで 

（営業時間：平日10:00～16:00 土日祝10:00～16:30）
 

3月27日(土)まで販売 
 

●チケットぴあ ●CNプレイガイド ●ローソンチケット ●ｅ＋（イープラス） 
●ＵＦＪチケットサービス（UFJ カード会員専用） ●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 
●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 
※右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] 

■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 

 

 

 


