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開幕戦Ｂ・トレルイエ（モバイルキャスト・チーム

インパル）優勝の後を受けて行われた第２戦鈴鹿

ラウンド。好スタートを見せてレースを制したのは

本山哲（アラビアンオアシス・チームインパル）だった。

昨年は９年ぶりに未勝利という屈辱の１年を送った

日本一速い男が完全復活だ。そして２戦連続２位と

なったのが松田次生（モバイルキャスト・チームイン

パル）。昨年に続きインパル勢が相変わらずの強さを

見せているが、もてぎではそうはいかない。ライバル

たちが打倒インパル最大のチャンスと捕らえている

からだ。中でも激しい闘志を燃やすのがホンダエン

ジン勢の井出有治、金石年弘（ともにＡＲＴＡ）、小暮

卓史（ＰＩＡＡナカジマ）だ。インパル勢がトヨタエンジ

ンを使用しているだけに、いつまでも後塵を浴びる

わけにはいかないのだ。 

長年、鈴木亜久里氏率いるＡＲＴＡプロジェクトの

一員として活躍してきた井出だが、実はＡＲＴＡの名

がつくチームで走るのは今年が始めて。「お世話に

なった亜久里さんに恩返しがしたい」と、今季にかけ

る意気込みは並々ならぬものがある。そしてもてぎ

こそが恩返しを実現させる絶好の舞台となる。2003年のフォーミュラ・ニッポン参戦以来、これ

まで7回のもてぎラウンドを戦ったが、優勝１回、２位３回と半分以上で表彰台に登り、どの

サーキットよりも好成績を残しているのだ。これはチームメイト金石年弘も同じで2003年初の

予選ＰＰを獲得すると決勝も快走を見せて初優勝を飾ったのがもてぎ。井出同様にいつも以

上に力が入る。 

そしてもう一人が小暮卓史だ。昨年５回の予選ＰＰを記録し、最速男と呼ばれたが、そのうちの２回がもてぎで記録したもの。古巣のナカジマ

レーシングに戻った今年も好調で、鈴鹿での第２戦はインパル勢に次ぐ３位表彰台を記録。もてぎで狙うは当然予選ＰＰ。そしてスタートから

逃げるのが小暮の青写真のはずだ。他にこれまでもてぎで２勝を記録しているＡ・ロッテラーも要注意。彼らがインパル勢の牙城を突き崩す

ことができるかが、最大の見所となるはずだ。 

 

 

 

 
このもてぎでフォーミュラ・ニッポン初の試みが実施される。予選２回目がＳＳ（スペシャル・ステージ）として開催されることになったのだ。

１台ずつコースイン。１周のウォームアップでタイヤを暖め、マシンの動きをチェック。そして次の１周でこん身のアタックを決める。タイム計測

はこの１周のみ、わずかなミスも許されない。まさにレーシングドライバーにとっては最大の見せ所と言っていいだろう。「そういう状況だと自分

でも燃える」と語る選手もおり、今まで出したことのないような、驚異的なラップタイムが記録される可能もあるのだ。そしてそれが全車続く。

これまでもＳＳが行われたことはあったが予選のトップ10名が参加できるものだった。全22台が出走するのは初めてのこと。手に汗握るシーン

が延々と続くのだ。見る側にとっては決勝のスタートシーン以上の緊張と言っていいだろう。究極のタイムアタックを制し、誰が「最速男」の称号

を手にするのだろうか。 

 

 

5/19 SAT. ・ 予選
２００７ 

20 SUN. 
決勝 

●併催レース：2007年全日本Ｆ３選手権 第５戦・第６戦 ／ フォーミュラチャレンジ・ジャパン第５戦・第６戦 ／ 

ホンダエキサイティングカップワンメイクレース2007 ～インテグラ・インターシリーズ～ 第２戦 

●主   催：グループ.オブ.スピードスポーツ（ＧＳＳ） ／ エムオースポーツクラブ（Ｍ．Ｏ．Ｓ．Ｃ） ／ 株式会社モビリティランド 

●公   認：国際自動車連盟（ＦＩＡ）／ 社団法人日本自動車連盟（ＪＡＦ） 

●後   援：茂木町 

2007.5.5 配信

ツインリンクもてぎ ロードコース １周 4,801.379m

日本一速い男本山哲完全復活！！松田次生２戦連続２位！
最強インパル軍団に、もてぎマイスター井出有治、小暮卓史が挑む！！

2007年 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第３戦 ツインリンクもてぎ 

 

サーキットのすべての視線を浴びてタイムアタック。予選は
フォーミュラ・ニッポン初の全車ＳＳ（スペシャル・ステージ）で決着

フォーミュラ・ニッポン 

モバイルキャスト・インパルの 

Ｂ・トレルイエ(左)と松田次生(右) 

ＡＲＴＡの金石年弘(左)と 

ＰＩＡAナカジマの小暮卓史(右) 

アラビアンオアシス・インパル

の本山哲 

ＡＲＴＡの井出有治 
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今シーズンは昨年までヨーロッパのＧＰ２を戦っていた吉本大樹（ＳＧチーム５ＺＩＧＥＮ）を始め、05

年の全日本Ｆ３チャンピオンＪＰ・デ・オリベイラ（コンドーレーシング）ら、実績十分の強力ルーキー

４人が参戦してきたが、そろって国内最高峰レースの

洗礼を浴びることになった。インパル勢を始めとした

強力なドライバーラインアップを前に、開幕戦で吉本

が記録した13位が最高と、苦しい戦いが続いている。

しかし３戦目となるもてぎ、すでにマシンにも慣れ、決

勝の戦い方も分かってきた。本来の力を出せるレー

スと言っていいだろう。どこまで上位に食い込んでくる

か、インパル勢とライバルのトップ争いと同時に、彼ら

ルーキーたちの戦いぶりにも注目したい 

 

 

 

 

 

 

 

 
シリーズ第５戦、第６戦が開催される全日本Ｆ３選手

権。もてぎでの戦いはシリーズ前半の山場とも言えるも

のだ。ここまでの４戦ではトムスの大嶋和也が予選ＰＰ３

回、２勝を記録してランキングトップ。チームメイトＯ・

ジャービス、石浦宏明が２位、４位。ランク３位もトヨタエ

ンジンのＲ・ストレイと、トヨタエンジン勢が上位を独占。

これを何とか阻止したいのがホンダ勢の塚越広大、伊

沢拓也だ。特にツインリンクもてぎのある栃木県出身の

塚越にとってはまさに地元凱旋レース。これまで以上力

が入るというもの。ホンダ勢の巻き返しに期待だ。 

 

 

 

 

 

 

 

 
未来のＦ１ドライバーを目指す若手がひしめくＦＣＪ

（フォーミュラ・チャレンジ・ジャパン）。今季は開幕戦で

ルーキー中嶋大祐がいきなりのポール・トゥ・フィニッシュ

を記録して、周囲を驚かせた。だがＦＣＪ2年目の実力派が

これを黙って見ているはずがない。第２戦は国本京祐が

お返しのポール・トゥ・フィニッシュ。国本は第３戦も同じく

予選ＰＰから２連勝。このままシリーズもリードするのかと

思われたが、第４戦は中嶋が巻き返してまたもポール・

トゥ・フィニッシュと、マッチレースの様相を呈してきた。とも

に18歳の精鋭同士の争いがこのまま続くのか？それとも

彼らに対抗する新鋭が現れるのかが焦点となるが、今回注目したいのは地元栃木県出身の山本尚貴と栗原正之だ。

山本は18歳の新鋭で、これまで全日本カート選手権、ヨーロッパのカート選手権、そしてＳＲＳ－Ｆ（鈴鹿サーキットレーシングスクール・フォー

ミュラ）で腕を磨き、今季第２戦で３位表彰台を記録。Ｆ４東日本シリーズからステップアップしてきた栗原も実績は十分。２人とも序盤でのトップ

争いが期待されており、地元戦となる今回はまさに期待の１戦。中嶋、国本らとの争いが見ものとなってきた。 

 

 

苦悩続くルーキー吉本大樹、佐々木孝太、ＪＰ・デ・オリベイラ、
Ｆ・カルボーネ。もてぎで浮上の足がかりをつかむことができるか

大嶋和也、Ｏ・ジャービスがランキング１－２。
好調トムス勢にホンダの塚越広大、井沢拓也が切り込めるか！ 

Ｆ ３ 

Ｆ Ｃ Ｊ 

中嶋大祐、国本京祐の一騎打ちとなるか！地元の山本尚貴、栗原正之ら
新たなトップランナーが出現するのか！？白熱のＦＣＪバトル展開 

吉本大樹(左)と佐々木孝太(右) 

ＪＰ・デ・オリベイラ(左)とＦ・カルボーネ(右) 

大嶋和也 塚越広大 

中嶋大祐 

国本京祐 
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このロータス100Tはツインリンクもてぎの敷地内にある「Honda Collection

●マスターズ・オブ・フォーミュラ（仮称）開催！●

チーム監督や往年の名ドライバーによるミニレース、マスターズ・オブ・フォーミュラが5月

20日（日）、フォーミュラ・ニッポン第3戦決勝が行われる日のピットウォーク時に、ツインリ

ンクもてぎ西コースで開催される。使用マシンはモテラだ。元Ｆ１ドライバーや、海外で、国

内で、激しい戦いを繰り広げてきたドライバーたちは、当時にタイムスリップした熱い走り

で、なつかしの名勝負を見せてくれるかもしれない。 

２０日（日） ピットウォーク中開催（予定） 

■参加予定ドライバー、続々決定！■ 

●中嶋悟＆ロータスF1がもてぎで復活！！●

■日時：２０日（日）ピットウォーク中

1987年、日本人初のフルタイムＦ１ド

ライバーとなった中嶋悟氏。世界の強

豪が集うＦ１、その中で中嶋氏は、忘れ

ることの出来ない数々の想い出をファ

ンに残してくれた。その中嶋氏が1988

年にドライブしたロータス100Tを、自ら

の手でドライブする予定だ。 

レ ー ス 以 外 も 楽 し さ い っ ぱ い ！ イ ベ ン ト 情 報

※イベントの内容は変更になる場合がございます。ご了承ください。 

デモ走行が予定されている 

ロータス100T 

※当日のマシンの状況や天候などにより、車両の変更や中止する場合がござい

ます。 

※当日のマシンの状況や天候などにより、車両の変更や中止する場合がございます。 

●コチラレーシングのKIDSピットウォーク●

■日時：１９日（土）全セッション終了後 

大好きなマシンやドライ

バーに超接近！中学生

以下のお子様と、そのご

家族の方限定のイベント

「 コ チ ラ レ ー シ ン グ の

KIDSピットウォーク」を

土 曜 日 の全 セッション

終了後にピットロードで Hall」で展示されているもの。ここには他にも、

中嶋氏と共に戦ってきたロータス99T(87年、

F1)、マーチ812（81年、F2）、マーチ86J（86年、

F2）などをはじめ、ホンダの、そして世界のモー

タースポーツ界の名車が展示されている。 
ロータス99T 

●レーシングコースKIDSバスツアー●

■日時：１９日（土）、ピットウォーク中 

■対象：フォーミュラ・ニッポン観戦券をお持ちの「中学生以下のお子様と、その保護者」

■料金：2,000円（親子セット料金） 

■定員：20組40名様 

レーシングカーが走るツインリンクもてぎのロードコースを、バスに乗って見学。なんとバスガイドはフォーミュラ・ニッポンドライバー

だ！「このコーナーが抜きどころ。」「ここはアクセル全開。」など、ドライバーの生の声が実際のコースを走りながら聞ける。中には、そこ

でしか聞けないビックリの体験談が飛び出すかもしれない。 

このKIDSバスツアーは中学生以下のお子様と、そのご家族の方が対象（有料）。実際のコースを走れるまたとないチャンスだ！ 

※募集要項などの詳細はホームページをご覧ください。 

※ドライバーは都合により参加できない場合がございます。ご了承ください。 

中嶋悟氏 星野一義氏 近藤真彦氏 木下正治氏 森本晃生氏 鈴木亜久里氏 

開催！コチラレーシングのメカニック「コチラ」と、ドラ

イバーの「バット」がみんなを出迎えてくれるよ！ 

このイベントの参加は無料！この機会にぜひご参

加ください。 
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●チームサポーターズシート、好評発売中！ 
 

2007年もサポーターズシートを実施！チームごとに観戦エリアを設け、

ファンとチームが一体となってレースを盛り上げられる環境を提供すると

ともに、各チームが企画したスペシャルな特典も用意される予定だ。 
 

■サポーターズシート参加決定チーム 
mobilecast TEAM IMPUL、Arabian Oasis TEAM IMPUL、 
DoCoMo DANDELION、AUTOBACS RACING TEAM AGURI、 
DHG TOM'S RACING、INGING FormulaNippon、SG team 5ZIGEN、 
Forum Engineering Team LeMans、PIAA NAKAJIMA 

★スペシャル特典！ 

２シーターフォーミュラへの同乗権利が当たる！ 

２シーターフォーミュラへの同乗権利が、チームサポーターズシート購

入者の中から抽選で当たる！ 

チームサポーターズシート観戦券（税込） 
２日間有効 

大人(高校生以上） 子ども（3歳～中学生） 

5,000円 700円 
 

※ツインリンクもてぎチケットセンター（窓口・電話）、ツインリンクもてぎオン

ラインショップ、およびｅ＋（イープラス）のみでの販売となります。 

詳細についてはツインリンクもてぎの公式ホームページをご覧ください。 

●塚越広大応援席 

地元栃木県出身のF3期待のホープ塚越選手を応援しよう！ 

 
2005年、フォーミュラ・ドリームチャンピオンを獲得

し、2006年Ｆ３ルーキーながら開幕戦で２位表彰台

を獲得。その後も常にトップ争いを繰り広げ、第９

戦では念願の初優勝。2006年シーズンで一番光っ

たＦ３ルーキーは栃木県出身の塚越広大選手だっ

た。その塚越選手の応戦席が設けられる。 

 

 

★塚越広大応援席特典★ 
応援グッズ付き。抽選でサイン入りグッズも当たる！ 

塚越広大応援席観戦券（税込） 
２日間有効 

大人 子ども（3歳～中学生） 

5,000円 700円 
 

※チケットぴあのみでの販売となります。 Pコード：680-537 

チ ケ ッ ト 好 評 発 売 中 ！  

●ワンランク上の観戦を．．．ＶＩＰスイート&VIPテラス 
 

メインストレートが一望でき、飲み物やお食事でくつろぎながらの観戦も

可能なＶＩＰスイート＆ＶＩＰテラス。今回も特典が多数用意されています。 
 

■特典 

・ ピットウォーク（２日間有効） 

・ 記念品、公式プログラム（ＶＩＰスイートのみ） 

・ 指定駐車券(大人のみ） 

・ パドックパス（２日間有効）（ＶＩＰスイートのみ） 

・ グリッドウォーク参加（ＶＩＰスイート、大人のみ） 

・ 決勝日はお食事＆フリードリンク（ＶＩＰスイートのみ） 

・ 決勝日はお弁当＆お茶付き（ＶＩＰテラスのみ） 
 

ＶＩＰスイート（屋内席）（税込） 
２日間有効・観戦券込 

大人 子ども（3歳～中学生） 

26,000円 19,000円 
 
 

ＶＩＰテラス（屋外席）（税込） 
２日間有効・観戦券込 

大人 子ども（3歳～中学生） 

9,000円 3,500円 

※VIPスイートの販売窓口はツインリンクもてぎチケットセンター（窓口・電話）

および ツインリンクもてぎオンラインショップのみとなります。 

※VIPテラスの販売窓口はツインリンクもてぎチケットセンター（窓口・電話）

および ツインリンクもてぎオンラインショップ、チケットぴあ、ローソンチ

ケット、ｅ＋（イープラス）および コンビニエンスストアとなります。 

※VIPスイートは80枚、VIPテラスは1000枚の限定販売となります。完売

になり次第、販売を終了させていただきます。 

●栃木県のファン必見！ 

「家庭の日」スペシャルファミリーチケット 
 

栃木県内のローソン限定で、ファミリーチケット（大人２名＋子ども２名＋

駐車券１台）を10,000円にてご提供！ 

 

前売観戦券＜ファミリー＞（税込）２日間有効 
（大人２名＋子ども２名＋駐車券１台分） 

10,000円 
 

※栃木県内のローソンのみでの販売となります。  

※ご購入の際はLコード［３２５２０］をご利用ください。 

●アフター フォーミュラ・ニッポン宿泊プラン（日曜日限定） 
 

フォーミュラ・ニッポン観戦券（決勝当日自由席券）＆プログラムがセットになった、とてもお得な1泊2食付き宿泊プランです。 

レース観戦後は、ホテルでごゆっくりおくつろぎください。 
 

● 1室1名様～4名様までご利用いただけます。（添い寝を含みます）  
● 高校生以下のお客様のご宿泊は保護者同伴に限らせていただきます。  
● 2歳までの幼児は無料です。  
● 禁煙ルームをご希望の際は、ご予約時にお申しつけください。 
ご利用状況により、ご希望に添えない場合がございます。  
※ご宿泊当日、ゲート通過の際にご宿泊の旨をお申し出ください。 

観戦券・プログラムはホテルフロントにてお渡しいたします。 
（プログラムは1部屋につき1冊ご用意いたします。）  

※ホテルご到着時、観戦券・プログラムとお引換にご宿泊料金をお支払いいただきます。  

アフター フォーミュラ・ニッポン宿泊プラン（税込） 
１泊２食付き（決勝日泊限定） 

決勝日自由席観戦券・プログラム付き 
大人(高校生以上) 14,500円 

中学生 10,500円 
子ども（3歳～小学生） 8,500円 

※1室1名様でご利用の場合 17,500円 

■お申し込みは下記まで：【ご予約締切＝5月17日（木）】
予約ｾﾝﾀｰ TEL：0285-64-0489 （9：00～18：00） 

ﾎﾃﾙﾂｲﾝﾘﾝｸ TEL：0285-64-0123 （18：00～翌朝9：00） 

■夕食は下記からお選びください 
◆井出選手おすすめイタリアンコース【レストラン「グリーンベイ」】  

◆本山選手おすすめ中国四川コース【レストラン「グリーンベイ」】  

◆柳田選手おすすめ寿司会席コース【和食処「登谷」】  
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チケットのお求めは 
■ツインリンクもてぎチケットセンター 0285-64-0080    5月18日（金）まで （9:30～17:30） 

※お電話での受付は5月13日(日)までとなります。

■ツインリンクもてぎオンラインショップ http://www.twinring.jp/onlineshop/  
5月14日（月）9:00まで 24時間受付

 

●チケットぴあ ●CNプレイガイド ●ローソンチケット ●ｅ+（イープラス） 

●ホンダウェルカムプラザ青山 ●ショッピングセンターもぴあ ●道の駅もてぎ もてぎプラザ 

●鈴鹿サーキットチケットセンター ●HOT SPAR茂木ましい店 ●クロスリンク ●関彰商事  

●ファミリーマート ●セブンイレブン ●ローソン ●サークルK ●サンクス ●am/pm 

●セーブオン 

※下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。 

[am/pm、セーブオン] 

前売観戦券（税込）２日間有効 

大人(高校生以上） 
ファミリー 

（大人２名＋子ども２名＋駐車券１台分） 

5,000円 11,000円 
※前売観戦券・駐車券の販売期間は３月１７日(土)から５月１８日(金)となります。 
 

当日観戦券（税込） 

 大人(高校生以上） 子ども（3歳～中学生） 

5月19日（土） 3,000円 
5月20日（日） 6,000円 

700円 
（2日間有効） 

 

前売駐車券（税込） 
２日間有効 

４輪・バス ２輪 コースサイド 

1,000円 500円 3,000円 
※前売観戦券・駐車券の販売期間は３月１７日(土)から５月１８日(金)となります。 

 

当日駐車券（税込） 

 ４輪・バス ２輪 コースサイド 

5月19日（土） 2,000円 500円 
5月20日（日） 2,000円 1,000円 

4,000円 

※コースサイド駐車券にて、ロードコース外周（Ｓ字～Ｖ字～ヘアピン手前）脇のコースサイド駐車場に駐車

出来ます。 

※コースサイド駐車場は観戦エリア内となるため、別途観戦券が必要です。 

※前売４輪駐車券をお持ちのお客様は、当日、差額にてコースサイド駐車券に変更できます。 

※コースサイド駐車券は前売券が完売となった場合、当日券の販売はいたしません。 

※コースサイド駐車場は観戦エリア内のため夜間の留め置きは出来ません。ステイエリアはＰ32となります。

また、翌日の入場の際の入場待機場所はＰ２となります。  

パドックパス（税込）別途観戦券必要・2日間有効 
5,000円 

※パドックパスの販売窓口はツインリンクもてぎチケットセンター（窓口・電話）及びツインリンクもてぎオンラ

インショップ、チケットぴあ、ローソンチケット、CNプレイガイド、ｅ+（イープラス）およびコンビニエンスストア

となります。 

※3,000枚の限定販売となります。また、前売で完売の場合、当日券の販売はいたしません。  

ピットウォーク券（税込）別途観戦券必要 
5月19日（土） 1,000円 

5月20日（日） 1,000円 
※ピットウォークの販売窓口はツインリンクもてぎチケットセンター（窓口・電話）及びツインリンクもてぎオン

ラインショップのみとなります。  

※各日2,000枚の限定販売となります。 また、前売で完売の場合、当日券の販売はいたしません。  

■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
なお、詳細はホームページ（http://www.mobilityland.co.jp/ticket/）をご覧ください。 

チケットぴあ、および提携コンビニエンスストア 
■Ｐコード 観戦券・ファミリー：６８０－４９３

パ ド ッ ク パ ス ：６８０－４９４
Ｖ Ｉ Ｐ テ ラ ス ：６８０－４９５
駐  車  券  ：６８０－４９６

ローソンチケット、およびローソン 

■Ｌコード ３００４３ 


