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   ２００９年 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン 
 

 

 
 

 

 

 

 

インパル＆ナカジマ「２強・４人」に誰が挑むのか！ 

夏の鈴鹿を制する者が頂点に立つ！！ 
第３戦もてぎラウンドが終わり、優勝したの

はチームインパルのＢ・トレルイエ、そしてナカ

ジマのＬ・デュバルと小暮卓史。フォーミュラ・

ニッポンで常にトップ争いを展開する星野一義

監督率いるチームインパルと中嶋悟監督率い

るナカジマーシングの「２強」が、今シーズンも

序盤から順調に勝利を上げている。 

「２強」には昨年圧倒的な強さで２年連続

チャンピオンに輝いた松田次生（インパル）も

いる。松田はここまで結果を残せなかったが、

それは不運が重なったため。これまでの実績

からいっても第５戦でトップ争いに絡んでくるは

ず。「２強・４人」の争いは予選からヒートアップ

するのは確実だ。 

そして次なる興味はこのバトルに誰が絡ん

でくるかだ。その筆頭は第２戦で３位に食い込

んだＡ・ロッテラー（チームトムス）。そして若手、

参戦２年目の平手晃平（チームインパル）、伊沢拓也（ダンディライアン）、ルーキーの塚越広大（HFDP）だ。 

塚越はルーキーながら開幕から６位、５位、４位と連続ポイントゲット。第３戦ではあわや初優勝か？と思わせる

活躍を見せた。インパルのセカンドチームとなる平手は開幕戦で自身初の予選PP（ポール・ポジション）を、伊沢も

開幕戦決勝で初表彰台となる２位フィニッシュを飾るなど、まさに絶好調。特に塚越、伊沢はSRS-F（鈴鹿サーキット

レーシングスクール フォーミュラ）でスカラシップを獲得して、ここまでステップアップしてきただけに気合十分だ。 

そしてこの夏の鈴鹿ラウンドを制した者がタイトルを手にすると言われる。テクニカルかつハイスピードな鈴鹿で

速ければ、そのマシンはどのサーキットでも速く

走ることができる。これはドライバーも同じ。鈴

鹿でのPP、優勝は速さ、強さの証明。ライバル

に大きなプレッシャーを与えることができるから

だ。いったい誰が抜け出すのだろうか！？やは

り夏の鈴鹿がシーズン中最も注目される１戦と

なりそうだ。 

 

第５戦 鈴鹿サーキット 
鈴鹿サーキット 国際レーシングコース １周 5.807km 7/11 SAT. ・ 12 SUN. 

2009/6/19 配信

予選 決勝 

チームインパル 

松田次生(左)とB・トレルイエ(右) 

ナカジマレーシング 

Ｌ・ディバル(左)と小暮卓史(右) 

Ａ・ロッテラー 平手晃平 伊沢拓也 塚越広大 
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オーバー４Ｇ！ Ｆ１を上回る横Ｇがドライバーを襲う。 

新生フォーミュラ・ニッポンは鈴鹿を何秒で駆け抜けるのか！！ 
今年のフォーミュラ・ニッポンは、違うカテゴリーと錯覚しそうなほど大きな変貌を遂げた。エンジンはそれまでの3000

㏄から、同じＶ型８気筒ながら3400㏄にアップされ、パワーは実に600馬力以上になっている。ボディも低くワイドになり、

これによってダウンフォースが増加。エンジンパワーのアップと合わせて、コーナリングスピードが大きく向上した。 

残念ながら鈴鹿での第２戦は雨のために計測できなかったが、コンピュータのシミュレーションでは、第１コーナーで４

Ｇを超える横Ｇがかかるという。現在はF1でも４Ｇを超えることはないと言われる。新生フォーミュラ・ニッポンがどれほど

パワフル、かつハイスピードなのか分かると言うものだ。 

そしてそれを証明するのが予選で刻まれるラップタイムだ。07年の最終戦で小暮卓史がマークした1分40秒510（平均

時速207.99ｋｍ）が現在のコースレコードだ。ドライコンディションならこれを大幅に上回るタイムが予想される。いったい

誰がどんなタイムを記録するのだろうか。 

 

１３０Ｒか第1コーナーか？それともカシオトライアングルか！？ 

ヘルメットの後ろが光ったら、それがパッシングシーンの始まりだ 
今年のフォーミュラ・ニッポンの注目のひとつが、「オーバーテイクシス

テム」が導入されたことだ。ステアリングに取り付けられたオーバーテイク

ボタンを押すと、10,300回転に制限されていたエンジン回転数が10,700回

転まで上がってパワーアップ。これで前車を追い抜こうというものだ。これ

は20秒間続き、その間ドライバーのヘルメット後方のロールバーに取り付

けられたランプがビカビカと点滅し、ファンからもひと目で分かるようになっ

ている。 

このオーバーテイクシステムは１レースで５回までしか使えない。５つあ

るライトがひとつずつ減って行くため、あと何回使えるか一目瞭然。いつ、

どこでボタンを押すのか。代表的なパッシングポイント130Rか、第1コー

ナーか、カシオトライアングル（シケイン）か！？ それともオーバーテイク

システムで新たなパッシングポイントが誕生するのだろうか。 

 

 

全日本Ｆ３選手権、フォーミュラチャレンジ・ジャパン（ＦＣＪ）ともに 

シリーズ第９戦、第10戦一挙開催 
フォーミュラ・ニッポンと同時に全日本F3選手権、FCJ（フォーミュラチャレンジ・

ジャパン）のともに第９戦（11日決勝）、第10戦（12日決勝）が開催される。F3は参戦

２年目の井口卓人が開幕３連勝を飾ると、第５戦Ｍ・エリクソン、第６戦国本京佑とト

ムス勢が優勝を重ねた。第４戦でニッサンエンジンを搭載する安田裕信が優勝した

ように、ライバルたちがトムス軍団を打ち破るかが注目される。 

未来のＦ１を目指す精鋭たちがひしめくFCJは参戦２年目の佐々木大樹、蒲生尚

弥が開幕ラウンドの星を分け合い、その後に行われた雨の鈴鹿ラウンドは参戦２年

目の金井亮忠が２連勝、もてぎラウンドでは

佐々木が連勝を飾った。だがこの鈴鹿ラウン

ドで注目してほしいのは参戦１年目の野尻智

樹（19歳）、元嶋亮二（19歳）だ。ともに昨年

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

獲得した逸材。野尻は雨の鈴鹿第３戦、４戦で連続３位表彰台を獲得。元嶋も第４

戦の予選で３位に食い込むなど、やはりホームコースとも言える鈴鹿で力を発揮

する。ドライコンディションの鈴鹿では初優勝も期待できるのだ。彼らの走りに注目

してほしい。 

ロールバーに取り付けられたオーバーテイクランプ

Ｆ３トムスチームの 

井口卓人 

FCJ、 

SRS-F出身の野尻智紀(左)と元嶋亮二(右)
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キッズピットウォーク 
ピットウォークは混雑していて子供と一緒は心配という家族連れに朗報！ 

第2戦で開催され大好評だったキッズピットウォークを第5戦でも開催

いたします。対象は中学生以下の子供と保護者で、キッズピットウォー

クへの参加は無料です。 

 

 

 

 

 

※写真はイメージです 

■日時：7月11日（土）予選終了後 

■場所：ピットロード 

 

コチラレーシングinフォーミュラ・ニッポン 

小学生のみんなはコチラレーシング 

ファンクラブブースに集まれ！ 

■日時：7月11日(土)・12日(日) 

■場所：GPスクエア 

■会員特典： (1) FE-810搭乗体験 

  (2) グリッドキッズ体験【先着13名】 

  (3) こども記者体験【先着1名】 

※(2),(3)は11日(土)ファンクラブブースにて先着受付となります。 

※詳細はファンクラブブースでお問い合わせください。 

■ファンクラブ入会で特別プレゼント！ 

7月11日（土）、12日（日）は、ファンクラブの特別入会受付もあるから

（入会金2.000円（税込）、年会費無料）是非この機会に入会しよ

う！ 入会特典として、お名前と血液型の刺繍入り特製「キャップ」

又は「Tシャツ」と、コチラレーシングフラッグもプレゼント！ 

 

『30の夢プロジェクト』とは・・・ 

鈴鹿サーキットのオリジナルキャラ

クター「コチラ」は、1979年に手塚

治虫先生の手により誕生しました。

今年は、「コチラ」の生誕30周年。9

月23日のコチラのお誕生日に向け

て、様々なスペシャルイベントを開

催いたします。 

ⓒTezuka Productions ※写真はイメージです 

イベント情報 

※イベントは変更になる場合があります。ご了承ください。 
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鈴鹿もチームサポーターズシートが熱い！！ 
 

お気に入りのドライバー、チームをファンが一丸となって応援する

のがチームサポーターズシート。第３戦ツインリンクもてぎではレー

ス終盤に小暮選手が見せた猛追と必死に逃げる塚越選手の行き

詰る攻防に、サポーターズシートがおおいに沸いた。チームとともに

喜び、感動、緊張感を共有できるチームサポーターズシートは、時

に悔しい結果を味わうこともあるが、その全てを同じチームを応援

する多くの仲間と受け止めることで、チームとの一体感がさらに強く

なり、ファンとしてのプライドも高まる。 

サポーターズシートが設置されるV2・V1エリアからは、大型ビジョ

ンでレースの展開を追うことができるとともに、リーダーボードで順

位確認もできるため、応援チームの様子を常にチェックすることが

できる。また特別に用意される応援グッズをはじめ、スペシャルな特

典が多数用意されているのもサポーターズシートの大きな魅力だ。 

 

■チームサポーターズシート 
（２日通し券。V2・V1エリア付。エリア席は決勝日のみ有効） 

大人 
（ゆうえんちモートピアパスポート付） 

中・高校生 

７，５００円 ゆうえんち入園料（1,600円） 

※MOBILITY STATION（オンラインショッピングサイト）からお申込みください。 

※セットされているパスポート（レース開催日いずれか1日有効）は「ゆうえんちのりもの乗り放題モートピアパスポート」

となります。 

※小学生以下は、当日券をご利用の上、チームサポーターズシート観戦券をお持ちの中学生以上のお客様とのご同伴にて、

チームサポーターズシートでご観戦いただけます。（チームグッズのプレゼントなどの特典は、「MOBILITY STATION」

チームサポーターズシート観戦券をご購入いただいたお客様のみを対象とさせていただきます。) 

 

■チームサポーターズシートは特典盛りだくさん！ 
 

【特典１】ポディウム下エリアで表彰を祝福！ 
お申し込みの応援チームが上位3位となった場合は、表彰式でポディウム下の専用エリアへ

入場できます。  

※表彰式のスパークリングファイトがかかる場合もございます。あらかじめご了承ください。 

 

【特典２】表彰式プレゼンターとして参加！ 
お申し込みの応援チームが優勝した場合は1名様に表彰式プレゼンターとして参加いただき

ます。 

※プレゼンター1名様は7/3(金)24:00までのお申し込み分より事前に抽選、ご本人にメールに

て連絡させていただきます。 

 

【特典３】チームグッズをプレゼント！ 
お申込みの応援チームからチームグッズをプレゼント！ 

※プレゼントのないチームもございます。また、グッズは予告なく変更となる場合もございます。 

 

さらに応援チームによっては応援エリアへのサプライズゲストも！？ 
※エリア指定席ですので区画はありません。エリアは一般のお客様もご利用になりますのであらかじめご了承ください。 

チームサポーターズシート好評販売中！ 

［価格はすべて税込］

※写真はイメージです 

※写真はイメージです 
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チームサポーターズシート参加チーム 

チーム ドライバー ドライバー 
グッズ 

写真は第2戦のグッズです。

 
LAWSON TEAM IMPUL 

 

 
No.1  松田 次生 

 

 
No.2  ブノワ・トレルイエ 

 

 
ステッカー 

 
Team LeMans 

 

 
No.7  国本 京佑 

 

 
No.8  石浦 宏明 

 
ステッカー 

 
HFDP RACING 

 

 
No.10 塚越 広大 

 
リストバンド 

 
ahead TEAM IMPUL 

 

 
No.20 平手 晃平 

 
Car & Motorcycle Magazine 

『ahead』 

 
NAKAJIMA RACING 

 

 
No.31 ロイック・デュバル 

 

 
No.32 小暮 卓史 

 
マフラータオル、 

エコバッグ、印鑑ホルダー

 
PETRONAS TEAM TOM'S

 

 
No.36 アンドレ・ロッテラー 

 

 
No.37 大嶋 和也 

 

 
DOCOMO TEAM  

DANDELION RACING 

 

 
No.40 リチャード・ライアン 

 

 
No.41 伊沢 拓也 ボールペン 

 
CERUMO／INGING 

 

 
No.48 立川 祐路 

 
パスケース、ステッカー 
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［価格はすべて税込］

■前売観戦券 ファミ得チケット Ｖ２・Ｖ１エリアセット 

（２日通し券・エリア席は決勝日のみ有効） 

大人2名＋子ども１名（3歳～高校生） 大人2名＋子ども２名（3歳～高校生） 

１６，０００円 １８，８００円 

ゆうえんちモートピアパスポート付 

※セットされているパスポート（レース開催日いずれか1日有効）は「ゆうえんちのりもの乗り放題モートピアパスポート」と 

なります。 

魅力いっぱいのファミリー向けチケットはコレ!!  ファミ得チケット 

チケット好評販売中！ 

※写真は第2戦の模様です 

※写真はイメージです 

ＭＯＢＩＬＩＴＹ ＳＴＡＴＩＯＮだけの特別キャンペーン！ 
 

【その１】夏に大活躍のハンドタオルをプレゼント！ 

MOBILITY STATION（オンラインショッピングサイト）でファミ得チケット

を買うと、夏のレース観戦に欠かせないコチラレーシングのタオルを

プレゼント！ 
※各色、数に限りがございます。ご希望に添えない場合もございます。 

予めご了承ください。 

※プレゼントのお渡しは7月12日（日）となり、ご購入いただいた 

ファミ得チケットに含まれるお子さまの人数分となります。 

※当日は必ず引換券をお持ちください 

※引換に関しては、チケットと同封の引換券をご確認ください。 

 

 

 

【その２】放送室から好きなチームへ「ビジョン応援メッセージ」を送ろう！ 

ファミ得チケット購入者の中から抽選で選ばれた1家族のお子さまに通常では入れ

ない放送室から好きなチームへ、応援メッセージを送っていただけます。サーキット

ビジョンに応援しているお子さまの姿が放送されます。 

お父さん・お母さんはその姿をカメラに収め、思い出を 

お持ち帰りいただけます。 
 

※6月28日（日）24：00までにご注文いただいた方の中か

ら抽選し、ご連絡いたします。  

※当選者へは後日、詳細のご案内文をお送りさせていた

だきます。 
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ピットビル２階に新設されたワンランク上の観戦空間 
 
 

ピットビル2階に設けられたホスピタリティラウンジはハイグレードな観戦ルームに加えて、

ピットレーンに張り出した屋外観戦席を設置。鈴鹿サーキットはおもてなしの心とともに、快

適で迫力に満ちた観戦をご提供いたします。またより高い場所からコースを見渡せるピットビ

ル3階のホスピタリティテラスへもご入場いただけます。 

 

 

ホスピタリティラウンジ 

ホスピタリティラウンジ
＜大人向け＞ 

（2日間有効・観戦券込み）

ファミリーラウンジ 
＜大人(中学生以上)＞ 

（2日間有効・観戦券込み）

ファミリーラウンジJr 
＜子ども(3歳～小学生)＞

（2日間有効・観戦券込み）

３０，０００円 ３０，０００円 ８，０００円 

【ホスピタリティラウンジ特典】 
 駐車券（専用駐車エリア） 

※ファミリーラウンジJrには付きません 

 パドック入場可（２日間対象） 

 ピットウォーク（２日間対象） 

 ホスピタリティテラス入場可（２日間対象） 

 激感エリア入場 

 V2・V1エリア入場 

 スペシャルランチボックス（決勝日7/12（日）のみ） 

 フリードリンク（ソフトドリンク・ビール） 

 大会公式プログラム 

※ファミリーラウンジJrには付きません 

 専用プラスチックパス 

※ファミリーラウンジJrには付きません 

※MOBILITY STATION（オンラインショッピングサイト）から 

お申込みください。 

受付期間：7月5日（日）24:00まで 

※駐車券は1名様～4名様までのお申込1件につき1台分となり

ます。（ファミリーラウンジJrには付きません） 

※ホスピタリティラウンジは数に限りがございます。 

完売の際はご了承ください。 

※お申込後のキャンセルは一切できません。 

※屋外観戦席は自由席となります。 

※ファミリーラウンジはご家族でご観戦いただける共有ラウンジ

です。 

ピットビル3階からの眺望と生の迫力を体感できる空間 

 
ピットビル3階からご観戦いただけるホスピタリティテラスは、自然光を活かし、開放的な

空間とするために壁を設置せずに、コースが見渡せる場所となります。またピットレーン

に張り出した屋外観戦席もご用意しております。 

 

 

ホスピタリティテラス 

ホスピタリティテラス 
（2日間有効・別途観戦券必要） 

＜大人（中学生以上）＞ 

ホスピタリティテラスJr 
（2日間有効・別途観戦券必要）

＜子ども（3歳～小学生）＞ 

１４，０００円 ２，０００円 
【ホスピタリティテラス特典】 

 ピットウォーク（2日間対象） 

 パドック入場可（2日間対象） 

 V2・V1エリア入場 

 激感エリア入場 

 専用プラスチックパス 

※Jrには付きません 

※ホスピタリティテラスのご購入には観戦券が別途必要です。 

※３歳以上有料となります。（特典内容は大人同様となります） 

※ホスピタリティテラスは数に限りがございます。完売の際はご了承ください。

※お申し込み後のキャンセルは一切できません。 

ホスピタリティテラスは別 途 観 戦 券 が必 要 です 

［価格はすべて税込］
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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！お昼のインターバルに実施するピットウォー

クにぜひご参加ください。小学生以下のお子様は無料でご参加いただけます。 

 

 

 

ピットウォーク 

 大人（中学生以上） 子ども 

７月１１日（土）予選日 ２，０００円 
無料 

７月１２日（日）決勝日 ２，０００円 

※写真はイメージです 

※ピットウォーク券のご購入には観戦券が別途必要です。 

※MOBILITY STATION（オンラインショッピングサイト※PC・モバイルサイト） 

からお申込みください。 

受付期間：7月5日（日）24:00まで 

※前売ピットウォーク券は完売する場合があります。お早めにご購入ください。

前売ピットウォーク券が完売の場合は、当日ピットウォーク券の販売は 

ございません。 

※ピットウォーク時に、脚立のお持込はご遠慮ください。 

 

今年よりピットウォーク券はMOBILITY STATION（オンラインショッピングサイト）にて前売販売いたします 

［価格はすべて税込］

パドック、ホスピタリティラウンジにも入れる最高級の観戦環境を提供 
 

 
 

グランドスタンド上部に位置し、東コースの大部分を見渡すこと

ができるVIPスイート。VIPスイート・プレミアムはVIPスイート、

VIPテラス、パドックをはじめ、ピットビルのホスピタリティテラス

(3階)、ホスピタリティラウンジ(2階）にもご入場いただけるプレミア

ムチケットです。 

ＶＩＰスイート・プレミアム 
（2日間有効・観戦券込み・３歳以上共通料金）

３２，０００円 

【ＶＩＰスイート・プレミアム特典】 
 スペシャルランチボックス（決勝日7/12（日）のみ） 

 フリードリンク（ソフトドリンク・ビール） 

 駐車券（専用駐車エリア） 

 大会公式プログラム 

 ピットウォーク(２日間対象） 

 グリッドウォーク（7/12 フォーミュラ・ニッポン決勝レース前のみ）

 ＶＩＰテラス入場可（２日間対象） 

 パドック入場可（２日間対象） 

 激感エリア入場 

 ホスピタリティラウンジ入場可（２日間対象） 

 ホスピタリティテラス入場可（２日間対象） 

 記念品 

※MOBILITY STATION（オンラインショッピングサイト）から 

お申込みください。 

受付期間：7月5日（日）24:00まで 

※３歳以上共通料金となります。（飲料・食事など特典内容は大人同様となります）

※駐車券は1名様～4名様までのお申込1件につき1台分となります。 

※ホスピタリティラウンジでのお食事対応はいたしておりません。 

※ＶＩＰスイート・プレミアムは数に限りがございます。完売の際はご了承ください。 

※お申込後のキャンセルは一切できません。 

※VIPテラスの販売はいたしておりません。VIPテラスはVIPスイートのお客様の 

ご利用エリアとなりました。 

ＶＩＰスイート・プレミアム 
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■前売観戦券（2日通し券） 

大人 ペア（大人２名） 中・高校生 
ゆうえんちモートピアパスポート付 入場のみ 

５，５００円 １０，０００円 １，６００円 
 

■前売エリア付観戦券（２日通し券） 

Ｖ２・Ｖ１エリア付観戦券 （エリア席は決勝日のみ有効） 
ゆうえんちモートピアパスポート付 

７，５００円 
 

■当日観戦券 

 大人 中・高校生 

７月１１日（土）予選日 ゆうえんち入園料（1,600円） 

７月１２日（日）決勝日 ６，５００円 １，６００円 
 

※３歳～高校生以下の方の当日券はゆうえんち入園料となります。中・高校生：1,600円／小学生：800円／3歳～未就学児：600円 
※高校生以下の方はV2・V1エリアへ無料でご入場いただけます。 
※観戦券（一部券種を除く）にセットされているパスポート（レース開催日いずれか1日有効）は「ゆうえんちのりもの乗り放題モートピ

アパスポート」となります。 
※指定席券は決勝日のみ有効です。 
※ペアチケットは前売のみの発売で、２名セットとなります。 
※V2・V1エリア付観戦券は前売のみの発売となります。 
※前売指定席券完売の場合、当日指定席券は販売致しません。お早めにお求めください。 
※自由席、指定席の一部には、団体専用席、メーカーチーム応援席、シーズンシートがあらかじめ区画されている場合がありますの

で、ご了承ください。 
 

■パドックパス（2日通し券） ※別途観戦券が必要です 

パドックパス ＜大人（中学生以上）＞ パドックパスJr ＜子ども（3歳～小学生）＞ 

６，０００円 １，５００円 
※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。 
※パドックパスではピットビル2階、3階にはご入場いただけません。 
※前売り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。   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 7月11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） 7月5日（日）まで（販売時間 10:00～16:00） 

■MOBILITY STATION （オンラインショッピングサイト） 7月5日（日）24:00まで（24時間受付） 

ＰＣ http://mls.mobilityland.co.jp/    モバイル http://mls.mobilityland.co.jp/ mobile/ 

7月11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） 

ご案内：大人のお客様は、ゆうえんちモートピアパスポートでは、本レースをご観戦いただけません。 

●レース決勝日のゆうえんちモートピアパスポートをお持ちの大人のお客様が、本レースご観戦をご希望の場合は、 

別途追加料金2,300円にてご観戦いただけます。 

●中・高校生のお客様は、ゆうえんち入園料のみで本レースをご観戦いただけます。

■前売指定席券（決勝日のみ有効）  
※別途観戦券が必要です 

Ｖ２・Ｖ１エリア 

２，５００円 

［価格はすべて税込］

■当日エリア券（決勝日のみ有効） 
※別途観戦券が必要です 

 

Ｖ２・Ｖ１エリア 

３，０００円 


