
 

 

 

２０１５年度 鈴鹿サーキットレーシングスクール（ＳＲＳ） 

入校式開催のご案内 
 

３月２５日（水）、鈴鹿サーキットレーシングスクール入校式を開催 
 

これまで数多くのトップドライバー、ライダーを輩出してきた鈴鹿サーキットレーシングスクール（SRS）は3月25日(水)、

杉本五十洋SRS-J（ジュニア・2輪）校長、中嶋悟SRS-K（カート）、SRS-F（フォーミュラ）校長、および各講師陣出席の

元、2015年度入校式を開催します。今年度はHondaのF1復帰、鈴鹿8耐へのファクトリーチームの復帰など、4輪・2輪と

もモータースポーツ界が大きな盛り上がりをみせる中、SRS-Fアドバンスに8名、SRS-Jに17名、そして、中学生から

フォーミュラの練習を開始できるSRS-FチャレンジがスタートするSRS-Kには従来クラスと合わせて13名が入校いたし

ます。国内外で活躍する先輩たちに続き、本格的にモータースポーツを学ぶ計38名の受講生たちが、この入校式で

その第一歩を記します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年3月20日 

株式会社モビリティランド 

鈴鹿サーキット 

入校式について 
 

スケジュール ： 2015年3月25日（水） 

  ・11:00～11:30 入校式（ピットビル2Fブリーフィングルーム） 

  ・11:30～12:00 記念写真撮影（ピットビル2Fブリーフィングルーム） 

  ・12:00～13:30 入校記念パーティー（ピットビルホスピタリティラウンジ＜No.6＞） 

  ・14:00～17:00 トレーニング（詳細は下記参照） 

  ・14:30～15:30 講話（ご親権者様対象／ピットビル2Fブリーフィングルーム） 
 

トレーニング  ： ・SRS-J 交通教育センター 教習コース 

  ・SRS-K 国際南コース 

  ・SRS-F テクニカルセンターにてシート合わせ実施 
 

出 席 者 ： ・入校者38名（SRS-J：17名／SRS-K：13名(うちSRS-Fチャレンジ：4名)／SRS-Fアドバンス：8名） 

及びご親権者様 

  ・鈴鹿サーキット モータースポーツ部部長 井戸川靖、テクニカルセンター所長 東良平 

  ・講師 SRS‐J 杉本五十洋校長、和田将宏名誉講師、その他専任講師 

   SRS‐K 中嶋悟校長、道上龍主任講師、その他専任講師 

   SRS‐F 中嶋悟校長、佐藤浩二主任講師、その他専任講師 

2014年SRS入校式の様子 
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世界で活躍する数多くのトップドライバー、ライダーを輩出してきた 

鈴鹿サーキットレーシングスクール 
鈴鹿サーキットはモータースポーツの次世代を担う人材の育成に力を入れ1992年、2輪の鈴鹿サーキット

レーシングスクール ジュニア(SRS-J)開校を皮切りに、93年にカート(SRS-K)を開校。1995年には世界に通用

するレーシングドライバーを育成するため国内初の本格的スクール、フォーミュラ（SRS-F）をスタートさせました。 

現在では、F1で日本人2人目の3位表彰台を記録し、今やアメリカ・インディカーシリーズのトップドライバーと

して活躍している佐藤琢磨選手を始め、多くの卒業生が国内トップカテゴリーはもとより、世界で活躍を続けて

います。 

また輝かしい実績を残されたレーシングドライバーの方々が講師を務め、技術だけでなく人間形成や、世界

で戦うための心構えなども含めた高度な教育が行われています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新たにＳＲＳ－Ｆチャレンジを新設 

ＳＲＳ－Ｆアドバンスにはスカラシップ選考会を掛けて８名の受講生が入校 
今年より新たに「SRS-Fチャレンジ」を新設いたしました。対象年齢は14歳～17歳と条件を満たせば中学生から

受講が可能で、SRS-Kを受講しながら早くからフォーミュラカーでの練習走行を行うことで、カートレースの経験と同時

にフォーミュラカーでの実力を磨ける新プログラムで、今年度は4名が入校いたします。 

そしてSRS-Fアドバンスには、幼いころからレーシングカートで輝かしい戦績を残し、若きレーシングドライバーとして

TV出演もしている15歳の阪口晴南（さかぐち せな）、昨年フォーミュラにステップアップしS-FJの岡山シリーズ、F1日

本グランプリのサポートレース「S-FJドリームカップ」、S-FJ日本一決定戦を制した17歳の牧野任祐（まきの ただ

すけ）をはじめとした8名の受講生が入校いたします。 

今シーズンは2011年度卒業生の松下信治選手がF1直下のシリーズ「GP2」への参戦が決定しました。Honda

のF1復帰でモータースポーツ界が盛り上がりをみせる中、8名の受講生がF1への第一歩を踏み出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SRS-J 走行の様子 SRS-F 走行の様子 SRS-K 走行の様子 
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２０１５年度ＳＲＳ－Ｆアドバンス入校生 
 

阪口 晴南（さかぐち せな） 1999年7月9日生れ（15歳） 大阪府出身 

2013年 全日本KF2チャンピオン 

2013年 鈴鹿J-RMCチャンピオン 

 

牧野 任祐（まきの ただすけ） 1997年6月28日生れ（17歳） 大阪府出身 

2011年 全日本FS125シリーズチャンピオン 

2012年 全日本KF1シリーズ4位 

2013年 全日本KF1シリーズ6位 

2014年 S-FJ岡山シリーズチャンピオン 

 

大井偉史（おおい たけし） 1997年3月25日生れ（17歳） 大阪府出身 

2011年 全日本KF2クラス参戦 

2012年 全日本KF2クラスシリーズ8位 

2013年 全日本KF2クラス参戦 

 

平優弥（たいら ゆうや） 1996年3月20日生れ（18歳） 宮城県出身 

2011年 菅生X30シリーズチャンピオン 

2012年 菅生X30シリーズチャンピオン 

2012年 全日本FS125シリーズ2位 

 

清原亮太（きよはら りょうた） 1995年5月16日生れ（19歳） 茨城県出身 

2011年 ARTAチャレンジシリーズ1位 

2011年 ROKインターナショナルファイナル4位 

2012年 全日本KF優勝 

2013年 全日本KFシリーズ5位 

 

大滝拓也（おおたき たくや） 1995年10月11日生れ（19歳） 山形県出身 

2011年 菅生SL MAXシリーズ2位 

2011年 最上川SL MAXシリーズチャンピオン 

2012年 菅生SL MAXシリーズチャンピオン 

2013年 菅生SL MAXシリーズ3位 

 

勝木嵩文（かつき たかふみ） 1994年10月20日生れ（20歳） 大阪府出身 

モータースポーツ経験なし 

 

片山義章（かたやま よしあき） 1993年11月13日生れ（21歳） 愛知県出身 

2014年 岡山S-FJクラス Rd.2-3 2位 

2013年 オートポリスS-FJクラス Rd.2 1位 

 

※生年月日順 
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国内外で活躍する主なＳＲＳ－Ｆ卒業生 
 

氏名 卒業年度 卒業後の主な戦績 

伊藤大輔 1995年 
・2007年 SUPER GTチャンピオン 

・2015年 SUPER GT（GT500）参戦 

佐藤琢磨 1997年 
・2001年 イギリスF3チャンピオン 

・2002-08年 F1参戦（最高3位） 

・2010年からインディカ―シリーズ参戦（優勝1回、PP3回） 

松田次生 1997年 

・2007年・08年 フォーミュラ・ニッポンチャンピオン 

・2014年 SUPER GT（GT500）チャンピオン 

・2015年 SUPER GT（GT500）参戦 

金石年弘 1997年 ・2001年 ドイツF3チャンピオン 

松浦孝亮 1998年 
・2004年 インディカーシリーズ ルーキーオブザイヤー 

・2015年 SUPER GT（GT500）参戦 

山本左近 2000年 ・2006年・07年・10年 F1参戦 

伊沢拓也 2002年 
・2014年 GP2参戦（最高位3位） 

・2015年 スーパーフォーミュラ、SUPER GT（GT500）参戦 

安田裕信 2002年 
・2008年 SUPER GT（GT300）チャンピオン 

・2015年 SUPER GT（GT500）参戦 

塚越広大 2004年 
・2005年 フォーミュラドリームチャンピオン 

・2015年 スーパーフォーミュラ、SUPER GT（GT500）参戦 

中山友貴 2005年 ・2015年 SUPER GT（GT300）参戦 

小林崇志 2005年 
・2010年 全日本F3 Nクラスチャンピオン 

・2015年 SUPER GT（GT300）参戦 

山本尚貴 2006年 
・2013年 スーパーフォーミュラチャンピオン 

・2015年 スーパーフォーミュラ、SUPER GT（GT500）参戦 

中嶋大祐 2006年 
・2009年 イギリスF3参戦（最高2位） 

・2015年 スーパーフォーミュラ、SUPER GT（GT500）参戦 

野尻智紀 2008年 
・2014年 スーパーフォーミュラ第6戦にてルーキーイヤー優勝 

・2015年 スーパーフォーミュラ、SUPER GT（GT500）参戦 

平峰一貴 2009年 ・2015年 SUPER GT（GT300）参戦 

松下信治 2011年 
・2014年 全日本F3チャンピオン 

・2015年 GP2参戦 

高橋翼 2012年 ・2015年 全日本F3参戦 

石川京侍 2012年 ・2015年 全日本F3参戦 

福住仁嶺 2013年 ・2015年 全日本F3参戦 
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