
 

2015年3月9日

株式会社モビリティランド

ツインリンクもてぎ

２０１５ ＭＦＪ全日本ロードレース選手権シリーズ 第３戦 スーパーバイクレースｉｎもてぎ 

開催概要およびチケット発売のご案内 
 

株式会社モビリティランドは、ツインリンクもてぎ（栃木県茂木町）にて、2015年5月30日（土）・31日（日）に、「2015 

MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ 第3戦 スーパーバイクレースinもてぎ」を開催いたします。 
 

国内外の最新1000ccスポーツバイクで争われる国内最高峰クラスのJSB1000、改造範囲が狭く市販の600ccミド

ルスポーツバイクに近いST600、世界グランプリのMoto2、Moto3に通じるJ-GP2、J-GP3の全4クラスのレースを開

催いたします。なお、JSB1000では、全日本ロードレースでは初めてとなる予選方式を採用いたします。また、昨年

に続き、「もてぎロードレース選手権第3戦 MFJ レディースロードレースQueen&Princess Trophy」を同日開催いた

します。 
 

なお、前売チケットは、2015年3月21日（土・祝）から発売いたします。 

 

 
 

5月30日(土)予選日は通常入場・駐車料金 

のみで全クラスの予選が観戦できる！ 

5月31日(日)決勝日はバイク来場特典！入場・

駐車料金無料！観戦券のみで観戦できる！ 

※詳細はチケットページをご覧ください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2014年スーパーバイクレースinもてぎ JSB1000スタートシーン  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・大会名称 2015 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ 第3戦 スーパーバイクレースinもてぎ 

・開催日 2015年5月30日（土）・31日（日） 

・開催クラス JSB1000、ST600、J-GP2、J-GP3 

・併催 2015 もてぎロードレース選手権 第3戦 MFJレディースロードレースQueen&Princess Trophy 

・主催 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） 

・協力 エムオースポーツクラブ（M.O.S.C.） 

・公認 一般財団法人 日本モーターサイクルスポーツ協会（MFJ） 

・後援 文部科学省、観光庁、茂木町、FM NACK5 

・決勝レーススタート時間（予定） 5月31日（日） J-GP3 10：40〜 

  ST600 12：45〜 

  J-GP2 14：00〜 

  JSB1000 15：15〜 

 Queen & Princess Trophyクラス(もてぎロードレース選手権) 16：25〜 
 

※スタート時間は、進行上の都合により、変更となる場合がございます。 
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新方式のＴＯＰ１０サバイバル予選方法 
今大会では、JSB1000クラスのみ新方式の『TOP10サバイバル予選』が行われます。このTOP10サバイバ

ル予選方式は、Q1での上位10名のライダーによる最大9周のタイムトライアル方式で、毎周の計測でラップタ

イムが最下位だったライダーが、翌周以降のタイムアタックの権利を失うというもの。権利を失ったライダーか

ら順に10番グリッド、9番グリッドとなり、最後まで権利を失わなかったライダーがポールポジションを獲得する

というものです。これにより、TOP10サバイバル予選方式に出場する選手は、一瞬たりとも気を抜くことが許さ

れず、レースファンにとっては決勝レースとは違った緊張感を体感することができます。 

 

国内サーキットを転戦してチャンピオンシップが争われる全日本ロードレース 
一般財団法人 日本モーターサイクルスポーツ協会（MFJ）設立の翌年、1962年に初めて開催された全日

本ロードレース。現在は、最高峰JSB1000クラスを筆頭に、ST600クラス、J-GP2クラス、J-GP3クラスの4カテ

ゴリーが開催されています。そして、ツインリンクもてぎ（栃木県）、鈴鹿サーキット（三重県）、筑波サーキット

（茨城県）、スポーツランドSUGO（宮城県）、岡山国際サーキット（岡山県）、オートポリス（大分県）でレースが

開催され、各レースで得られるシリーズポイントの合算が最も多いライダーが、その年のチャンピオンとなりま

す。 

 

国内最高峰のＪＳＢ１０００クラス 

Ｖ５チャンピオン中須賀克行のヤマハがファクトリー活動を再開 

渡辺一馬、浦本修充（共にＨｏｎｄａ）が新規参戦 
 

JSB1000クラスは、主にHonda CBR1000RR、カワサキZX-10R、

スズキGSX-R1000、ヤマハYZF-R1の国内4メーカーの最新4ス

トローク1000ccスポーツモデルが登場するクラスです。そしてそ

のマシンは、改造範囲が厳しく制限されていることから、市販状

態に極めて近いものとなっています。 

 今年、ヤマハはレース活動を開始して60年を迎えますが、こ

れに合わせるように全日本ロードレースでファクトリー活動を再

開し、YAMAHA FACTORY RACING TEAMとして参戦します。ラ

イダーは、これまでJSB1000で5度のチャンピオンを獲得し、現

在は3連覇中の中須賀克行選手。中須賀選手は今年、最高峰

クラスで前人未踏の4連覇を狙いますが、使用するYZF-R1はフ

ルモデルチェンジされており、ツインリンクもてぎ初登場となりま

す。さらにヤマハは、ユースチームのYAMALUBE RACING 

TEAMを新規に立ち上げ、野左根航汰選手と藤田拓哉選手が新型YZF-R1を走らせます。また、アジア選手

権を戦う伊藤勇樹選手もJSB1000にクラスを変更しています。 

 Honda勢では、MuSASHiRTハルク・プロ高橋巧選手のチームメイトに浦本修充選

手が加わり2台体制でチャンピオン奪取に挑みます。また、栃木県出身で2013年

のST600チャンピオン渡辺一馬選手が、秋吉耕佑選手と共にau&テルル・Kohara 

RTからJSB1000にフル参戦します。さらに、昨年の鈴鹿8耐と全日本ロードレース

最終戦MFJ-GPにスポット参戦したジョシュ・フック選手がF.C.C. TSR Hondaから

フル参戦し、注目されています。 

 カワサキ勢は、Team GREENから柳川明選手と渡辺一樹選手が継続参戦します。

そしてスズキ勢では、ヨシムラスズキシェルアドバンスから津田拓也選手、Team 

KAGAYAMAから加賀山就臣選手がフル参戦します。 

なお、日本国内におけるスポーツの普及、振興を目的として全国規模で行われ

ている競技を対象にした文部科学大臣杯が2002年からJSB1000クラスに設置され、

年間チャンピオンを獲得したライダーに授与されています 

今年、ファクトリー活動を再開したヤマハの 

中須賀克行 

今年からJSB1000クラスを

戦う栃木県出身の渡辺一馬
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市販ミドルスポーツバイクのＳＴ６００クラス 
 

JSB1000クラスの600cc版と言えるST600クラス。マシンはHonda 

CBR600RR、カワサキZX-6R、スズキGSX-R600、ヤマハYZF-R6が

中心となりますが、改造範囲が厳しく制限されており、排気量が少

ない分、マシンのポテンシャルを100%引き出さなければならず、ライ

ダーの高次元のテクニックが要求されます。 

昨年、小林龍太選手がチャンピオン獲得と同時に引退を宣言した

ため、今年はチャンピオンゼッケンの1が不在となりますが、大崎誠

之選手や横江竜司選手といったベテランから、大久保光選手や水

沢笑汰郎選手といった若手ライダーが多数エントリーしており、ツイ

ンリンクもてぎでの戦いは例年以上に激化することが予想されてい

ます。また、タイ人ライダーのデチャ・クライサー選手とチャランポン・

ポラマイ選手が参戦することでも注目を集めています。毎レースでタイから取材陣が同行していますが、クラ

イサー選手は2012年以来のチャンピオンを目指します。 

なお、今年からタイヤはブリヂストンのワンメイクとなり、ライダーにとってはタイヤの使い方という部分でも

テクニックの見せどころとなります。 

 

 

世界グランプリＭｏｔｏ２クラスの国内版 

それがＪ－ＧＰ２クラス 

2010年に新設されたクラスで、ST600クラスのマシンをさらに改造

したものと、世界グランプリのMoto2クラスに準じたオリジナルフレー

ムを使用したマシンとに大別されます。そしてオリジナルフレームを

採用した場合には、マシンに独自のネーミングを用いることが可能

で、これが理由でエントリーリストには見慣れないネーミングがある

のが特徴です。 

。 

昨年は、世界グランプリを戦っていた高橋裕紀選手がJ-GP2クラ

スに復帰し、Moto2仕様のモリワキMD600マシンを駆り2004年の全

日本GP250以来のチャンピオンを獲得しました。そして今年は、この

高橋選手を筆頭に、生形秀之選手、岩田悟選手、井筒仁康選手、

日浦大治朗選手、関口太郎選手、岩崎哲朗選手らが年間エント

リーしており、激しい戦いが予想されます

一方で、渥美心選手、亀井駿選手、山元聖選手、作本輝介選手、そして2014年もてぎロードレースでチャン

ピオンを獲得した上和田拓海選手といった若手ライダーも多数参戦し、注目されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ST600クラスのスタートシーン 

世界グランプリから全日本J-GP2に復帰し、

チャンピオンとなった高橋 
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ＭＦＪによる若手ライダーの育成プログラムが設置 

若いライダーの急台頭が目立つＪ－ＧＰ３クラス 
 

昨年、栃木県出身の山田誓己選手が2連覇を達成したJ-GP3クラ

ス。昨年20歳の山田選手をもってして「若いライダーには負けられな

い」と言わしめるほどにティーンズライダーの台頭が目立つクラスで

す。その一因として、MFJが若手ライダーの育成プログラムである

Youth Cup※を設置していることが挙げられますが、マシンの性能が

ほぼ同じ状態であることから、誰もが上位を目指せるクラスであり、

さらに世界グランプリのMoto3クラスに準じていることも人気の理由

のひとつです。 

マシンは、4ストローク単気筒250ccエンジンを搭載したもので、国

内ではHondaが唯一のコンプリートマシンHonda NSF250Rをリリース

していることから、このモデルが主流となっています。 

昨年のもてぎ大会で優勝し、V2チャンピオン

を決めた栃木県出身の山田 

※Youth Cupとは 

MFJによる若手ライダー育成の施策。対象は12歳から17歳までの選手で、事前登録制。 

Youth Cup独自のランキングを設定して、年間ランキング上位者に特典や奨励賞が贈呈される。 

 

 

女性が主役のロードレース 

２年目の開催となるＭＦＪレディースロードレースＱｕｅｅｎ＆Ｐｒｉｎｃｅｓｓ Ｔｒｏｐｈｙ 

2年目の開催となるMFJレディースロードレースQueen&Princess Trophy。もてぎロードレース選手権シリー

ズの一戦としての開催であり、使用マシンの排気量・気筒数並びに参加者の年齢によりクラス分けされていま

す。レース前には講習も実施され、初心者でも安心して参加いただけるロードレースです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 昨年のスタートシーン 昨年の表彰式 
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主なイベント情報

週刊バイクＴＶ杯 勝手にツーリングアワード２０１５
毎年恒例、週刊バイクＴＶコラボ企画「勝手にツーリングアワード」を今年も開催します。「ツーリングでもてぎを楽しもう！」をコ

 

ンセプトにバイクでご来場のお客様で受付いただいた方を対象に、勝手にいろいろな賞典を選定。表彰はグランドスタンドプ

 

ラザプラザ特設ステージで実施し、ＴＶ・WEBTVでも後日放送されます。バイクでご来場の方は是非ご参加ください。

■日時：5月30日(土)
■場所：中央エントランスオフィシャルステージ

 

■料金：無料

モトレーサー全日本ロードレース記念タイムトライアル！
全日本ロードレース記念のタイムトライアルを開催するよ。
上位タイムの方には、次回ご来場の際にご利用いただけるパスポートをプレゼント！
気分はレーサー！！モトレーサーへ集まれ！！

■場所：

 

モビパーク
■日時：

 

営業時間内

 

■料金：

 

600円 ※パスポート対象機種

家族みんなでコースウォーク
決勝レース終了後、コース上を自分の足で歩ける「コースウォーク」を実施します。コースに刻まれたタイヤ痕など、目の前で繰り広げ

 

られたバトルの痕跡が発見できるかも！？シグナルブリッジ下は記念撮影スポットとして大人気！どなたでもお気軽にご参加ください。
■場所：

 

ロードコース
■日時：

 

5月31日（日）17：40～18：30（予定）

 

■料金：

 

無料

レーシングマシン乗車体験
憧れのレーシングマシンに乗って記念撮影をしよう！
乗車体験車両はHonda RC212V！！

■場所：

 

ホンダコレクションホール中庭ミニコース
■日時：

 

5月30日（土）・31日（日）

 

■定員：

 

300名
※カメラは、お客様ご自身でご用意ください。
※乗車車両は、予告なく変更する場合がございます。
※雨天時は中止とさせていただきます。

ファミリーで競争！つばさフライトチャレンジ！
パパ・ママ・きょうだいでつばさフライト！
ご家族2名様以上のフライトチャレンジでオリジナルフォトフレーム付き記念写真をプレゼント！

■場所：

 

ハローウッズ
■日時：

 

営業時間内

 

■定員：

 

メガジップライン

 

つばさ

 

大人・子ども：1,300円
※記念写真：無料
※パスポート対象機種

グランプリロードR123メンバーズ感謝Day

 

予選日は入場・駐車料金無料！

予選終了後のパレードにも参加可能！
グランプリロードR123メンバーズになってバイクで来場すると、５月３０日（土）の

入場料が無料となります。さらに、予選観戦料金も無料。

予選終了後のメンバー限定バイクパレードにも参加いただけますので、春のツーリング

シーズンに、バイクでツインリンクもてぎへ出かけてみませんか？

※開催期間中はバイク来場で駐車料金が無料となります。

グランプリロードR123メンバーズ入会はこちら

http://www.twinring.jp/riders/
※メンバーズカードのデザインは変更になる場合があります。
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チケット情報

■前売観戦券（2日通し券）

大人（高校生以上） 学割（高校生以上の学生） 子ども（中学生まで）

３,６００円 １,８００円 無料

※お子さまの観戦は、観戦券をお持ちの
大人の方の同伴が必要となります。

※学割は引換券です。引換の際に学生証の
提示が必要です。学生証をお忘れの場合、
追加料金1,800円が必要となります。

●

 

5月30日（土）は通常の入場料金・駐車料金で観戦いただけます。

価格は全て税込です

４輪

２輪
北エリア 南・東エリア

スーパー

スピードウェイ

３～４ターン

[５０台限定]

１,５００円 ３,１００円 無料

■前売駐車券（２日通し券）

※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。
※2.5m×5.0mを超える車両は2台分の料金となります。
※北エリア駐車券、スーパースピードウェイ駐車券をお持ちのお客様は北ゲートより、

南・東エリア駐車券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。

１３０Ｒ～ヘアピン

 

コースサイド

３,１００円

■ロードコースコースサイド駐車券（２日通し券）

※E・F・G・H

 

区画が選択できます。区画内の場所は選択できません。
※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。
※2輪は1区画で最大5台までご利用いただけます。
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【入場料金】

 

●大人（高校生以上）1,000円

 

●子ども（中学生まで）無料

【駐車料金】

 

●4輪

 

1,000円

 

●2輪

 

500円

 

●バス（大型・中型・マイクロ）1,500円

※満喫セット券、パドックパス、ピットウォーク、VIPスイートのご利用につきましては、別途料金が必要です。あらかじめご了承ください。



チケット情報

価格は全て税込です

満喫セット券（2日通し券・大人券のみ）

５,５００円

■スペシャルチケット

 

（観戦券と各種オプションのセット券）

●内容
・観戦券

 

・テラス入場

 

・パドックパス（ピットウォーク付き）

満喫セット券オプション

スーパースピードウェイ

ストレート駐車券

[限定１６０台]

スーパースピードウェイ

３～４ターン駐車券

[限定２００台]

Ｓ１駐車券

[限定７５台]
グリッドウォーク券

１,５００円 １,６００円

※満喫セット券オプションの購入には、別途満喫セット券が必要です。
※駐車場ごとに、限定台数、入退場ゲートが異なります。
※2輪で来場される場合は、第2パドック駐車場をご使用いただけます。
※スーパースピードウェイストレート・３～４ターン駐車場は北ゲートより、S1駐車場は南ゲートよりご入場ください。

■オプションチケット

パドックパス【ピットウォーク付き】（２日通し券・大人券のみ）

 

※子ども（中学生まで）は無料

３,１００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・入場券【5月30日（土）】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。

ピットウォークパス（大人券のみ）

 

※子ども（中学生まで）は無料

５月３０日（土） ５月３１日（日）

１,１００円 １,１００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・入場券【5月30日（土）】が必要です。
※お子さまはパドックパスもしく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。

■ＶＩＰスイート

ＶＩＰスイート（2日通し券）

大人（高校生以上） 子ども（３歳～中学生）

１３,７００円 ８,３００円

●特典
・テラス入場

 

・バスツアー

●内容
・観戦券

 

・VIPスイート入場

 

・食事（ビュッフェ/日曜のみ）

 

・フリードリンク（日曜のみ）
・パドックパス

 

・ピットウォークパス

 

・グリッドウォーク

 

（JSB1000クラスのみ）

 

・N1またはS1駐車場（大人のみ）
※N1駐車場の方→北ゲートをご利用ください。

 

S1駐車場の方→南ゲートをご利用ください。
※5月24日（日）までの販売です。
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チケット情報

■当日券

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２１日(土・祝)１０：００～５月２９日(金)  １７：００まで

 

（営業時間内）

■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２１日(土・祝)１０：００～５月２４日(日) １７：００まで

 

（営業時間内)

■ＭＯＢＩＬＩＴＹ

 

ＳＴＡＴＩＯＮ

 

（オンラインショップ）
Ｐ Ｃ： http://mls.mobilityland.co.jp
モバイル：

 

http://mls.mobilityland.co.jp/mobile
３月２１日(土・祝)１０：００～５月２４日(日)２４：００

 

２４時間受付

 

※

■プレイガイド・コンビニエンスストア

 

販売期間：３月２１日（土・祝）～５月３０日（土）

●ローチケ

 

●チケットぴあ

 

●e+ ●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）

●ローソン

 

●セブン-イレブン

 

●ファミリーマート

 

●サークルＫ

 

・サンクス

 

●鈴鹿サーキットレースチケットセンター

※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。

価格は全て税込です

当日観戦券

大人（高校生以上） 子ども（中学生まで）

５月３０日（土） １,０００円
無料

５月３１日（日） ４,５００円

※５月３０日（土）は入場ゲート（料金所）から入場料金が必要です。
※お子さまのレース観戦は、観戦券をお持ちの大人の方のご同伴が必要です。

当日駐車券

４輪 ２輪
ロードコース

コースサイド

５月３０日（土） １,０００円
無料

４,２００円

（２日間有効）５月３１日（日） ２,０００円

※ロードコースコースサイド駐車券は、前売にて完売の場合、当日販売をいたしません。

パドックパス【ピットウォーク付き】（大人券）

※子ども（中学生まで）は無料

３,１００円

ピットウォークパス（大人券のみ）

※子ども（中学生まで）は無料

５月３０日（土） ５月３１日（日）

１,１００円 １,１００円※前売にて完売の場合は、当日券の販売はございません。
※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。

※前売にて完売の場合は、当日券の販売はございません。
※お子さまはパドックパスもしく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。
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