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アジアのトップフォーミュラ、「スーパーフォーミュラ」 

世界に通じるロードレース、「Ｊ－ＧＰ２」 「Ｊ－ＧＰ３」 

２輪４輪の魅力を一気観戦！！ Ｅｎｊｏｙ Ｈｏｎｄａも同時開催！！ 
 

株式会社モビリティランドは、森の中のモビリティテーマパーク ツインリンクもてぎ（栃木県茂木町）にて、8月

3日(土)・4日(日)に、「MOTEGI 2&4レース」を開催いたします。 

アジアのトップフォーミュラを目指し新名称でスタートした全日本選手権スーパーフォーミュラ シリーズと、若手

がしのぎを削り、MotoGPにも通じる全日本ロードレース選手権J-GP2・J-GP3クラス。2輪・4輪とも、世界的に

見てもハイレベルな戦いが繰り広げられます。 

また当日はファミリーで楽しめる「Enjoy Honda もてぎ 2013」も開催いたします。 

なお、前売チケットは6月1日(土)に発売開始いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

８/3SAT. 4SUN. 

2013年5月30日

株式会社モビリティランド

ツインリンクもてぎ

２０１３年 全日本選手権スーパーフォーミュラ シリーズ

第４戦 ツインリンクもてぎ

２０１３ ＭＦＪ全日本ロードレース選手権シリーズ第５戦

開催クラス：Ｊ－ＧＰ２・Ｊ－ＧＰ３

2012年MOTEGI 2&4レース 

フォーミュラ・ニッポンスタートシーン 

2012 MOTEGI 2&4レース 

J-GP2スタートシーン 

2012 MOTEGI 2&4レース 

J-GP3スタートシーン 

予選 決勝 

・大会名称 MOTEGI 2&4レース 

2013年 全日本選手権スーパーフォーミュラ シリーズ 第4戦 ツインリンクもてぎ 

2013 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ 第5戦 

・開催日  2013年8月3日（土）・4日（日） 

・主催  (4輪) 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.） 

  (2輪) 株式会社モビリティランド／一般財団法人 日本モーターサイクルスポーツ協会（MFJ） 

・公認  (4輪) 国際自動車連盟（FIA）／一般社団法人日本自動車連盟（JAF） 

  (2輪) 国際モーターサイクリズム連盟（FIM） 

・協力  (2輪) エムオースポーツクラブ（M.O.S.C.） 

・後援  (4輪) 観光庁／茂木町／FM NACK5／RADIO BERRY 

  (2輪) 文部科学省／観光庁／茂木町／FM NACK5／RADIO BERRY 
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Ｈｏｎｄａ勢が３年ぶりにもてぎを制するか？ 

地元勢 小暮卓史、山本尚貴、塚越広大にも注目 
 

2010年以来ツインリンクもてぎで勝利のないHonda勢だが、今年は開幕

戦鈴鹿から速さを見せており、3年ぶりのもてぎ制覇が期待できる。開幕戦

の予選ではHonda HR12Eエンジンを操る伊沢拓也(DOCOMO TEAM 

DANDELION RACING）、小暮卓史(NAKAJIMA RACING)が1位、2位。決勝

では伊沢が予選の勢いのまま優勝し、トヨタの松田次生(lenovo TEAM 

IMPUL)を挟んで小暮が3位表彰台に登った。山本尚貴(TEAM無限)も4位に

食い込み、好調ぶりがうかがえる。 

小暮(群馬県出身)、山本(栃木県出身)、Hondaの塚越広大(HP REAL RACING・

栃木県出身)にとってツインリンクもてぎはHondaのホームコースであると

ともに自身の地元

ホームコースでもある。開幕戦鈴鹿の流れのまま

もてぎに乗り込むことができれば優勝の可能性は

高い。もてぎを得意とするトヨタ勢TEAM IMPULの

J.P.デ・オリべイラ、松田、それにPETRONAS TEAM 

TOM'Sの中嶋一貴、A.ロッテラーらも優勝を狙って

乗り込んでくる。トヨタ勢の優勢が続くのか、Honda勢

の逆襲か。見応えある一戦になりそうだ。 

 

 

 

 

平川亮、国本雄資、中嶋大祐。今年は若手、ルーキーが熱い！ 

強豪ベテラン勢との対決の行方は！？ 
 

今年は若手、ルーキーに注目だ。開幕戦鈴鹿の予選・

決勝ともに8位に食い込み、デビュー戦で見事ポイントを

獲得したのがルーキーの平川亮(KYGNUS SUNOCO Team 

Lemans)。昨年全日本F3参戦1年目でチャンピオンを獲得

した実力は本物だ。さらにツインリンクもてぎで注目した

いのが 国本雄資(P.MU/CERUMO・ INGING)と 中嶋大祐

(NAKAJIMA RACING) 。

ともに今季で参戦3年目、

これまでの2年間の成果を

見せる年でもある。国本は開幕戦で10位。大祐は16位に終わったが、ともに

きらりと光る走りを披露。今回は予選から上位に名を連ねることが期待できる。

強豪ベテラン勢との息詰まるバトルで、世代交代を予感させる走りを見せてくれ

そうだ。 

 

 

スーパーフォーミュラ 見どころ 

開幕戦で優勝した伊沢拓也 

（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）

Hondaエンジン勢、地元ドライバー。左から小暮卓史(群馬県出身)、

山本尚貴(栃木県出身)、塚越広大(栃木県出身) 

平川亮(KYGNUS SUNOCO Team Lemans) 

国本雄資 中嶋大祐 
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ルーキー長島が速さを見せつけるのか?! 

若手とベテランが入り乱れての壮絶バトル必至！! 
 

世界グランプリMoto2クラスに通じ、年々過激なバトルへと発展して

いるJ-GP2クラス。ツインリンクもてぎは、3月31日（日）の開幕戦以来、

今年2度目の開催となる。 

その開幕戦の予選では、今年からこのクラスにステップアップした

長島哲太が他を圧倒する速さをみせつけ、コースレコードを樹立しPP

（ポールポジション）を獲得。しかし、決勝レースは、寒さに加えて雨が

降るというコンディションとなり、高橋英倫が同クラス初優勝を達成。

2位に生形秀之、3位には星野知也が入り、ベテラン勢が表彰台を占める

形となった。 

今大会はシリーズ第5戦としての開催で、3月の開幕戦とは気温が一変する真夏の戦いとなる。各ライダー

ともに、前回のデータを生かすことができない状態で、

新たな戦いが繰り広げられるだろう。開幕戦PPを獲得

した長島が雪辱を果たすのか、それとも開幕戦勝者

の高橋がツインリンクもてぎ連覇を飾るのか。さらに、

世界グランプリMoto2クラス進出を目指す野左根航汰、

飛躍が期待される浦本修充らの若手勢と、生形、

関口太郎、井筒仁康、岩田悟、昨年のST600チャンピ

オンのデチャ・クライサーらベテラン勢との対決にも注目

が集まるところだ。 

  

 

若手ライダーの前に立ちはだかるベテラン勢 

ユースライダーの活躍にも注目だ!! 
 

世界グランプリMoto3クラスに直結しているために多くの才能あるライダーが

集うが、彼らにとっては、まずは強力ベテラン勢を打ち破ることが目標となる。

そのベテラン勢では、昨年のチャンピオン徳留真紀をはじめ菊池寛幸、宇井陽一、

小室旭らが中心となる。対する若手・中堅では、開幕戦で優勝した山田誓己、

同2位の亀井雄大、同3位の山本剛大、さらに國峰啄磨、大久保光らがその先鋒だ。 

なかでも國峰は、開幕戦で自身初のポールポジションを獲得。昨年から全日本

に参戦しているが、その初年度から随所で実力の片鱗を見せており、今年の飛躍

が期待されるライダーの一人だ。また、開幕戦を制したのは、

栃木県出身でツインリンクもてぎをホームコースとする山田

だった。ベテラン徳留、菊池との激戦を制しての初優勝で、

今大会でもその活躍が注目される。 

なお、このクラスには、12歳から17歳までのライダーを対象

にしたユースカップがある。これは、若手ライダー育成の施策

であり、亀井や國峰らもその一人。今シーズンは、これまで

以上に資質豊かな若手ライダーが登録しており、こちらの戦い

からも目が離せない状態だ。 

ＭＦＪ全日本ロードレース 見どころ 

Ｊ－ＧＰ２ 

Ｊ－ＧＰ３ 

開幕戦で優勝した高橋英倫 

野左根航汰 デチャ・クライサー

開幕戦のトップバトル。 

手前から山田、菊池、徳留 

開幕戦の表彰式。優勝した山田

(中央)、2位の亀井(左)、3位の山本

長島哲太 

山田誓己 
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前夜祭 
今年も予選日8月3日（土）の夕刻より前夜祭を開催。豪華メンバーが参加しての「スペシャルサイン会」

「スペシャルゲストトークショー」「優勝予想クイズ＆抽選会」などで、夜まで目いっぱいお楽しみいただけます。 

■日時：8月3日（土）17:00～19:00 

■場所：スーパースピードウェイおよびロードコース 
 

 

２＆４観戦券提示で１０機種乗り放題のパスが 

子供・幼児２０％ＯＦＦ！大人無料！ 
MOTEGI 2&4レース観戦券をご提示いただければ、10機種乗り放題のパスが割引価格でご購入いただけ

ます。さらに大人は無料。ファミリーでお得にモビパークをお楽しみいただけます。 
※大人の無料パスは子供・幼児パス購入者に限ります。 

 

 

バイクで近くの観戦ポイントまで行ける！ 
2輪専用駐車場を人気観戦ポイントに設置。お気に入りのポイントまでバイクで移動して観戦いただけます。 
※バイクは歩道には駐車せず、必ず最寄の駐車場にお止めください。 

※詳細な場所は後日ご案内いたします。 

 

「Ｅｎｊｏｙ Ｈｏｎｄａ もてぎ ２０１３」 同時開催！ 
 

Hondaの二輪・四輪・汎用製品を通して、「見て、遊んで、

体感する」ことを目的としたファンの皆様への感謝イベント

を併催いたします。製品展示をはじめ、様々な体験が出来る

プログラムやモータースポーツの魅力を体感頂けるプログラム

など、大人から子どもまで幅広い方にお楽みいただけます。 
 

※詳細は「Enjoy Honda もてぎ 2013」ホームページをご覧ください。 

http://www.honda.co.jp/enjoyhonda/motegi/2013/index.html 

インフォメーション 

７月３１日（水）・８月１日（木） 

スーパーフォーミュラ 新型マシン「ＳＦ１４」 車両開発テストを実施 
 

7月31日（水）・8月1日（木）に、2014年全日本選手権スーパーフォーミュラ シリーズからデビューする

新型マシン「SF14」の車両開発テストが、ツインリンクもてぎで行われることが決定いたしました。 
・新型マシン「SF14」のシェイクダウンテストは7月10日（水）・11日（木）に富士スピードウェイで行われる予定です。 

・テストについては、株式会社日本レースプロモーションにお問い合わせください。 
 

※テストの観覧には入場料、駐車料が必要です。 

■入場料：大人（15歳以上）1,000円 子ども・幼児は無料 

■駐車料：4輪1,000円 2輪500円 
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■前売観戦券（２日通し券）  

大人 (高校生以上） 子ども (中学生まで） 

３，９００円 無料 
 

※お子様のレース観戦は、観戦券をお持ちの大人の方のご同伴が必要となります。 
 

 

高校生以上の学生は自由席が通常の半額で購入できる！ 

学割（高校生以上の学生） 

２，０００円 
 

※学割は引換券です。引換の際は学生証の提示が必要です。学生証をお忘れの際は追加料金1,900円が必要となります。 

 

 

■前売駐車券 

前売駐車券（2日通し券） 

４輪 
２輪 

南・東エリア 北エリア 

１，５００円 １，５００円 無料 
 

※別途観戦券が必要です。 

※2.5m×5.0mエリア区画内であれば大型車、キャンピングカーも駐車していただけます。 

※北エリア駐車券をお持ちのお客様は北ゲートより、南・東エリア駐車場をお持ちの方は南ゲートよりご入場ください。 

※2輪の方は南ゲートからご入場ください。 

 

コースサイドキャンプステイ駐車券（2日通し券） 

コースサイドキャンプステイ 
＜130R～ヘアピンのコースサイド＞ 

スーパースピードウェイコースサイドキャンプステイ
＜スーパースピードウェイ第2ターン周辺＞ 

６，０００円 ６，０００円 
 

※別途観戦券が必要です。 

※北ゲートよりご入場ください。 

※テントなどを設置していただくご利用スペースは駐車区画1台分ほどとなります。 

※ご自身のテントでのご宿泊や車中泊が可能です。 

※直火はご遠慮ください。 

※お一人様1台分の限定販売とさせていただきます。 

※エリア内におけるペットの持込はお断りさせていただきます。 

※観戦ゲートオープン前のお席の確保はお断りさせていただきます。 

※21時以降はエンジンストップのご協力をお願いいたします。 

 

テント付きサイトでお手軽にキャンプできる！ 

V字お手軽キャンプ（2日通し券） 
＜1サイト・テント付＞※30サイト限定 

１１，０００円 
 

※別途観戦券が必要です。 

※お車はテント横に駐車いただけます。 

※ステイエリアは10m×5mのエリアです。 

※観戦はV字スタンドのお手軽キャンプ専用エリアをご利用ください。 

※エリア内にはキッズあそび場、トイレ、洗い場がございます。 

※サイトにはテント1張りが設置されております。 

※レンタル備品につきましては、チケット発送時に案内を同封いたしますので、別途お申込みください。 

 

［価格はすべて税込］チケット情報 
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■スペシャルチケット 
オリジナル応援グッズが付いたチケット 

メーカーファンシート（2日通し券・座席指定は決勝日のみ有効） 

Hondaファンシート（A指定席） TOYOTAファンシート（A指定席） 

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） 

４，９００円 １，５００円 ４，９００円 １，５００円 
 

【メーカーファンシート特典】 ＜特典１＞ サイン会優先入場 

＜特典２＞ 応援グッズ（マフラータオル） 
 

※座席指定は決勝日のみ有効です。 

※メーカーファンシートはA席の一部エリアとなります。 

※応援グッズは、8月4日（日）決勝日に中央エントランスチケットセンターにてお渡しいたします。 

※8月3日（土）は一部の席を除き自由席となります。 

 

 

テラス入場やパドックパス、さらにはグリッドウォークもセットになったおトクなチケット！ 

スーパー満喫セット券4輪（2日通し券・大人券のみ） 

※限定150枚 
スーパー満喫セット券2輪（2日通し券・大人券のみ） 

※限定100枚 

１３，０００円 １１，０００円 
 

【スーパー満喫セット券内容】 ・観戦 ・テラス入場 ・ピットウォーク ・パドックパス ・グリッドウォーク  

・スーパースピードウェイストレート駐車場 

・[スーパー満喫セット券2輪のみ]  V字エリアの専用駐車場までご自身のバイクで移動してレース観戦が可能 
 

※北ゲートよりご入場ください。 

※スーパー満喫セット券2輪はバイク来場以外ではご利用いただけません。 

 

 

テラス入場やパドックパスがセットになったおトクなチケット 

満喫セット券（2日通し券・大人券のみ）※限定250枚 

駐車券付き 
駐車券なし 

＜「駐車券付き」を購入された同伴者の方にオススメのチケット＞

１０，０００円 ７，０００円 
 

【満喫セット券内容】 ・観戦 ・テラス入場 ・ピットウォーク ・パドックパス 

・駐車券付き：スーパースピードウェイ4ターン駐車場 
 

※グリッドウォークは付いておりません。  ※駐車券付き：お車は北ゲートよりご入場ください。 

 

 

 

■オプションチケット 
パドックエリア内に入場できる！ピットウォーク開催時間にピットレーンに入場できる！ 

パドックパス【ピットウォーク付き】（２日通し券） 

大人（高校生以上） 子ども（中学生まで） 

３，０００円 無料 
 

※前売にて完売の場合は、当日券の販売はございません。あらかじめご了承ください。 

※大人の方は別途観戦券が必要です。  ※お子さまはパドックパスをお持ちの大人の方のご同伴が必要です。 
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ピットウォーク開催時間にピットレーンに入場できる！ 

ドライバーのファンサービス、ピットでプロのマシンを間近に見られるチャンスはこの時だけ！ 

ピットウォークパス 

 大人（高校生以上） 子ども（中学生まで） 

8月3日（土）予選日 １，０００円 
無料 

8月4日（日）決勝日 １，０００円 
 

※前売にて完売の場合は、当日券の販売はございません。あらかじめご了承ください。 

※大人の方は別途観戦券が必要です。  ※お子様はピットウォークパスをお持ちの大人の方のご同伴が必要です。 

 

Kidsグリッドウォークパス 

大人1名（高校生以上）＋子ども1名（3歳～中学生） 

セット 

追加券 

大人（高校生以上） 子ども（中学生まで） 

４，５００円 ３，０００円 １，５００円 
 

※別途観戦券が必要です。 

※スーパーフォーミュラのみの実施となります。 

※大人のみ、またはお子様（中学生まで）のみでの参加はできません。大人（高校生以上）が必ず一緒にご参加ください。 

※追加券のみの購入はできません。 

※お子様1名につき大人の方は最大2名まで参加できます。その際は大人の追加券3,000円をご購入ください。 

 

 

 

■ＶＩＰスイート 
グランドスタンドハウス2階に位置する唯一の屋内席。見通しの良い抜群のロケーションに加え、 

2日間、VIPスイート～プレミアム～ならではのサービスが受けられるスペシャルシートです。 

VIPスイート～プレミアム～（2日通し券） 

大人・子ども共通（3歳以上） 

３８，０００円 
 

【ＶＩＰスイート～プレミアム～内容】 ・観戦 ・VIPスイート入場 ・プログラム ・食事（ブッフェ：2日間） 

・フリードリンク（2日間） ・パドックパス ・ピットウォーク 

・グリッドウォーク ・スポッターズエリア観戦ツアー 

・サーキットバス走行 ・N1（旧P4）またはS1（旧P7）駐車場 
 

※7月28日(日)までの販売です。 

※N1（旧P4）駐車場→北ゲートをご利用ください。 

※S1（旧P7）駐車場→南ゲートをご利用ください。 
 

 

グランドスタンドハウス2階に位置する唯一の屋内席。見通しの良い抜群のロケーションに加え、お食事、お飲

み物などＶＩＰスイートならではのサービスが受けられるシートです。 

VIPスイート 

大人(高校生以上） 子ども(３歳～中学生） 

２６，０００円 １９，０００円 
 

【ＶＩＰスイート内容】 ・観戦 ・VIPスイート入場 ・プログラム ・食事（ブッフェ：決勝日のみ） 

・フリードリンク（決勝日のみ） ・パドックパス ・ピットウォーク 

・グリッドウォーク ・ハローウッズ駐車場（旧P13）またはS1（旧P7）駐車場 
 

※7月28日(日)までの販売です。 

※ハローウッズ駐車場（旧P13）→北ゲートをご利用ください。 

※S1（旧P7）駐車場→南ゲートをご利用ください。 
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■当日券 

当日観戦券 

 大人(高校生以上） 子ども（中学生まで） 

8月3日（土）予選日 ２，５００円 
無料 

8月4日（日）決勝日 ５，０００円 
 

 

当日駐車券 

 ４輪 ２輪 コースサイドキャンプステイ

8月3日（土）予選日 ２，０００円 
無料 

６，０００円 
（２日間有効） 8月4日（日）決勝日 ２，０００円 

 

 

※コースサイドキャンプステイは、前売にて完売の場合は、当日販売はございません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■サマースペシャル ＭＯＴＥＧＩ ２＆４レースセット券 
ＭＯＴＥＧＩ ２＆４レース（８月３日・４日）、花火の祭典"夏”（８月１４日）の乗車定員までの観戦料・観覧料＋１台

分の駐車料金が含まれたお得なセット券！ 

サマースペシャル スーパー耐久セット券 
＜おクルマ乗車人数まで、何人でも12,000円で観戦・観覧ができる！＞ 

１２，０００円 
 

8人乗りのミニバンで、２家族大人4名、子ども4名でご来場の場合 

最大１７，１００円もお得！ 
 

◆サマースペシャル ＭＯＴＥＧＩ ２＆４レースセット券購入者限定の来場特典◆ 
ＭＯＴＥＧＩ ２＆４レース来場されると 

「花火の祭典“夏”ASTP指定駐車券」 

または 「花火の祭典“夏”B席指定席券」プレゼント！

花火の祭典“夏”に来場されると 
「花火の祭典“秋”A席指定席券」 

プレゼント！ 
 

※特典は各レース・イベントのご来場特典です。ご来場以外での特典の受け渡しはできませんのでご了承ください。 

※中央エントランスチケットセンター引換え窓口に対象となるチケットをご提示ください。 

※特典チケットはお一人様一枚を配布いたします。ご来場された皆様で引換え窓口にお越しください。 

※特典が2種類ある場合はいずれか1つをお選びください。 

 

花火とレースのセット券 
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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 6月1日（土）10:00～8月2日（金）18:00まで 

（営業時間：7月19日まで 平日9:30～17:00、土日祝9:30～17:30／7月20日以降 平日9:30～18:00、土日祝9:30～18:00）

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

6月1日（土）10:00～7月28日（日）18:00まで 

（営業時間：7月19日まで 平日9:30～17:00、土日祝9:30～17:30／7月20日以降 平日9:30～18:00、土日祝9:30～18:00）

■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 

6月1日（土）10:00～7月28日（日）24:00まで 

（24時間受付） 

 

プレイガイド、コンビニエンスストア、店舗 
 

●チケットぴあ ●ローチケ ●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） 
●かましん もぴあ店（栃木県茂木町） ●STEP-１（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 ●ローソン ●ファミリーマート ●サークルＫ・サンクス 
※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。 

 

※6月17日(月)～20日(木)の間、ツインリンクもてぎは施設点検のため休業いたします。その間窓口販売、電話販売および 

お問い合わせに関する業務も休業させていただきます。あらかじめご了承ください。 
 

■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 

 

 

 

 

 

 

 


