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過酷な8耐を経て、マシン性能は大幅アップ! 

決勝2レース制で最大50ポイント獲得のチャンス!! 

鈴鹿を制したものが、チャンピオンへ王手をかける!? 

激戦必至の鈴鹿決戦を見逃すな！ 

★JSB1000 
シリーズ第５戦となる鈴鹿ラウンド。

‟コカ･コーラ ゼロ”鈴鹿８耐に向けて急

ピッチで進められたマシン開発だが、そ

の鈴鹿８耐を終え、完成の域に達した各

メーカーのマシンが、今度はスプリント

仕様となって鈴鹿サーキットに登場する。 

当然のことながら、シリーズ前半と

は比較にならないほどにポテンシャル

を上げており、各マシンのハイ・パフォー

マンスが見どころだ。さらに今大会は、

それぞれが独立した２レース制となる。そう、レース１とレース２で

ダブル・ウィンを達成すれば、一気に50ポイント獲得のビッグ・チャ

ンスのレースであり、ここで一気に流れが決定する可能性が高い

のだ。 

今シーズンの開幕戦ツインリンクもてぎを制した中須賀克行

（YAMAHA）が、その後の筑波で連勝、オートポリスでは２位と好調の波に乗り、シリーズ前半を

ポイントリーダーで折り返した。追いかける酒井大作（SUZUKI）、山口辰也（Honda）、柳川明（Kawasaki）、

そして“驚速”秋吉耕佑（SUZUKI）、“絶対王者”伊藤真一（Honda）、さらには手島雄介と徳留和樹

（いずれもHonda）らの巻き返しがあるのか? 激戦必至の鈴鹿を制した者こそが、チャンピオンへの名乗りをあげることになる。 

 

★ST600／GP250／GP125／GP-MONO 
全日本ロードレース選手権シリーズでは、ST600／GP250／GP125

／GP-MONOの４クラスが併催となる。一般市販600ccスーパースポーツ

モデルの改造クラスST600では、ベテラン小西良輝（Honda）がシリーズ前

半戦で無傷の３連勝を遂げ、連続Ｖ２チャンピオンに向けて加速中だ。そし

て２ストローク250ccレーシングマシンによるGP250では、18歳の高橋巧

（Honda）が、やはりシリーズ前半で３連勝を達成。同じく125ccレーシングマ

シンのGP125では、徳留真紀（YAMAHA）をポイントリーダーに、山田亮太

（Honda）、菊池寛幸（Honda）がポイント僅差でシリーズ前半を折り返して

いる。また、全日本格式となって今年で３年目を迎えたGP-MONOでは、

毎レースで激しい戦いが繰り広げられており、今大会でも接戦となること

は間違いない。 

 

 

2008年 ＭＦＪ全日本ロードレース 第５戦

スーパーバイクレース ｉｎ 鈴鹿 

●大会名称：2008年 MFJ全日本ロードレース 第５戦 スーパーバイクレース in 鈴鹿 
●開催クラス：ＪＳＢ１０００ ／ ＳＴ６００ ／ ＧＰ２５０ ／ ＧＰ１２５ ／ ＧＰ－ＭＯＮＯ 
●主 催：財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会 ／ 株式会社 モビリティランド 鈴鹿サーキット 
●後 援：文部科学省 

７SUN. 

2008.7.27 配信

９/６ SAT. ・ 予選 
２００８ 決勝 

鈴鹿サーキット国際レーシングコース

１周 5.821km

中須賀克行 

酒井大作 山口辰也 柳川明 

秋吉耕佑 伊藤真一 

ST600 小西良輝 

GP250 高橋巧 

GP125 徳留真紀 



 

 

〒510-0295 

三重県鈴鹿市稲生町7992   TEL（059）378-1111   URL http://www.suzukacircuit.jp/ 

- 2/3 - 

 

 

 

 
鈴鹿のレースを20年間に渡って見守ってきたコントロールタワー、ピットが、施設改修のために

今回のレースを最後に生まれ変わることになった。そこで、20年間のありがとうの思いを込めて

「さようならイベント」を開催する。 

コントロールタワー、ピットとともに時代を駆け抜けた思い出深いレーシングマシンのデモン

ストレーション走行など、現行施設で開催される最後のレース記念イベントに、ぜひご参加ください。 

※イベントの詳細は後日発表いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前売りチケット、好評販売中！ ［価格は全て税込］

Topic！ 関係者に配布される正式レース結果表（リザルト）が手に入る！ 
Ｖ席購入者にうれしい特典！レース開催時に関係者に配布される正式レース結果表（リザルト）が手に

入る！なお、配布枚数には限りがありますので、お早めにお求めください。 

●決勝レースのスタート位置が目の前！ 
観客席としてはグランドスタンドＶ席（指定席）が、スターティンググリッドを見渡す絶好の観戦ポイントとなります。 

また、Ｖ席上段では第１、第２コーナーをはじめ、東コースのほぼ全域が見渡せますので、サーキットビジョンの映像

とあわせて、レース展開を存分にお楽しみいただけます。 

●V指定席券をお持ちの方は、VIPテラスへの入場ができます！ 
V指定席の最上部に位置する屋根付きの観戦スペースVIPテラス。レースの迫力や音が生で伝わり、

レースの臨場感をお楽しみいただけます。 

●Ｖ指定席は決勝レースのスタート位置が目の前！● 

Ｖ席から見たグリッドの様子 Ｖ指定席券 決勝日のみ有効／別途観戦券必要 

前売 Ｖ指定席券 2,000円 
当日 Ｖ指定席券 2,500円 

※指定席券は決勝日のみ有効です。 

※Ｖ指定席券をお持ちの方は、VIPテラスへの入場ができます。  

※Ｖ席をご利用の場合、３歳以上共通料金となります。  

※VIPテラスのご利用は、V席指定席側から入退場をお願いします。 

(VIPスイートにあるエレベーターはご利用いただけません。)  

※前売指定席券完売の場合、当日指定席券は、販売いたしません。 

お早めにお求めください。 

鈴鹿サーキット改修 スペシャルイベント開催 

往年の名車デモ走行 
1980年代から2000年代前半に鈴鹿サーキットを走った名車によるデモ走行を実施。 

■日時：9月7日（日）ピットウォーク時 

■場所：国際レーシングコース 

★デモ走行参加予定車両 
 '85 Honda NS500 （全日本選手権GP500参戦マシン No.8/阿部孝夫選手車） 

 '99 Honda NSR500 （世界選手権GP500チャンピオン獲得マシン No.3/アレックス・クリビーレ選手車） 

※その他の参加車両、および、デモ走行のライダーは現在調整中です。 

●スペシャルボックス● ●ピットウォーク● 
レーシングマシンをもっと間近でみたい！マシンやキャンペーン

ギャルを撮影したい！お楽しみのピットウォークにぜひご参加

ください。 

ピットウォーク券 

 大人（中学生以上） 子ども 

土曜日 1,200円 無料 
日曜日 1,200円 無料 

※開催当日現地にて販売となります。前売り販売はございません。 

※ピットウォーク時の、脚立のお持込はご遠慮ください。  

※小学生以下は無料です。  

最終コーナーからストレートが一望できるエアコン完備のスペシャル

ボックスは、 友達同士、家族での休憩基地…Private空間を提供！

●スペシャルボックスパスにてピットウォークもお楽しみいただけます。 

●各部屋にレースプログラムを1冊ご用意 

●モニターテレビでレース計時データもご覧いただけます。 

スペシャルボックス[1室]別途人数分の観戦券必要 
1室2名まで 10,000円 
1室3～6名 20,000円 

※別途、人数分の観戦券が必要です。 

※当日、レース場入口指定席券売所のみの販売となります。 
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●Topic1 興奮のレースを迫力ある激感エリアで観戦だ！ 
■激感エリア設置場所：第1コーナー手前イン側・第２コーナーイン側、Ｓ字コーナー（新設） 

●Topic２ キャンギャルＰＨＯＴＯセッションｉｎホスピタリティーブース開催 

●Topic３ レーシングコースバスツアーに無料で参加可能！ ※人数限定・詳細は後日ホームページにてご案内いたします。 

●Topic４ 鈴鹿サーキットロゴ入りストラップがセットになったシリアルナンバー付き特製カード型パドックパス枚数限定販売
※前売りにてご購入の方には、必ず特製カード型パドックパスをお渡しします。（当日、レース場ゲート横券売所で、引換えにてお渡しいたします。） 

●Topic５ パドックパスでピットウォークに参加できる！ ●Topic６ ピット上のホスピタリティブースで観戦できる！ 

※パドックパスのご購入には観戦券が別途必要です。  

※パドックパスをご購入いただいたお客様は、ホスピタリティブース、 

激感エリアへのご入場、ピットウォークもお楽しみいただけます。  

※前売パドックパス完売の場合、当日パドックパスは販売いたしません。 

●パドックパスは特典がいっぱい！●

パドックパス 
土・日の２日間有効 ／ 別途観戦券必要 

大人（中学生以上） 子ども（３歳～小学生） 

4,000円 無料 
 

★ＶＩＰスイートご購入特典 

●正式レース結果表（リザルトサービス） 

●スペシャルランチボックス（決勝日9/7（日）のみ） 

●フリードリンク(ソフトドリンク・ビール) 

●駐車券（VIPスイートすぐ隣りのグランプリスクエア駐車場）

●大会公式プログラム 

●ピットウォーク（2日間対象） 

●パドック入場可（2日間対象） 

●Ｖ席入場可（VIPスイート専用席有り） 

●VIPテラス入場可（Ｖ席購入者と共有） 

●お土産 

ＶＩＰスイート・プレミアム 

21,000円 
※3歳以上有料（飲料・食事は大人同様となります。）  

※駐車券は、1名様～4名様までのお申し込みにつき、1台分となります。

追加が必要な場合はお申し付けください。  

※パドックアクセスは、ピット上ホスピタリティブース・パドック・ピット

ウォーク、激感エリアでの観戦がお楽しみいただけます。  

※VIPスイートは数に限りがございます。完売の際はご了承ください。  

※お申込み後のキャンセルは一切できません。 

■ＶＩＰスイート・プレミアムはMOBILITY STATIONのみの取り扱いとなります 

前売り観戦券 
土・日の２日間有効 

大人 ペア（大人２名） 中高生 

3,000円 5,500円 1,600円

※ペアチケットは前売りのみの発売で、２名セットとなります。 
 

 

当日観戦券 
 大人 中高生 

土曜日 ゆうえんち入園料 

日曜日 3,500円 ゆうえんち入園料 

※３歳～高校生の方の当日券はゆうえんち入園料となります。 

中高生／1,600円 小学生／800円 3歳～未就学児／600円  

 

■ご案内：  
※本レースは、大人の方もゆうえんちモートピアパスポートでご観戦いただけます。ゆうえんちの乗りものも、レースも思う存分お楽しみください。 

※レース観戦券をお持ちのお客様がモートピアパスポートをご希望の場合は、観戦券の提示で割引料金にてご購入いただけます。 

★観戦券提示のモートピアパスポート割引料金：【大人～小学生 2,700円、幼児(3歳～未就学児) 1,400円】 

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

■鈴鹿サーキットレースチケットセンター 9月6日（土）まで（販売時間 10:00～17:00） 

■鈴鹿サーキット電話通信販売 059-378-1100（通販専用） 8月31日（日）まで（販売時間 10:00～16:00） 

■MOBILITY STATION   http://mls.mobilityland.co.jp/ 9月1日（月）9:00まで（24時間受付） 

9月6日（土）まで販売（一部販売期間が異なる店舗がございます。） 

●電子チケットぴあ ●CN プレイガイド ●ローソンチケット ●イープラス 

●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  

※コンビニには時間帯に制約があります。※販売店によって、一部取り扱いのない券種があります。 

チケットに関するお問い合わせ：鈴鹿サーキットレースチケットセンター 059-378-1111（代） 

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  

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

●ＶＩＰスイート ～ファーストクラスでゆったりレース観戦～● 
■メインスタンド上部の快適空間。 
観戦環境の整ったＶＩＰスイートはレースを快適に楽しむ極上空間。ＶＩＰテラスはもちろん、ピットウォーク・パドック・ホスピタリティブース・ 

激感エリア・Ｖ席・自由席と好きなところから観戦できるプラチナパスとなっております。 

●Topic1 ＶＩＰスイート・プレミアム限定、スペシャルバスツアーを開催！ 

●Topic２ ＶＩＰスイートすぐ隣りの駐車場でさらに便利になりました！ 


