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王者決定の舞台となるのか！？ 

今年もツインリンクもてぎがタイトル争いの天王
フォーミュラ・ニッポンもシリーズ終盤を迎え、最も

気になるのがシリーズチャンピオンの行方だ。 

今シーズンは第５戦を終了した時点でモバイル

キャスト・チームインパルの松田次生が32ポイント

を獲得してランキングトップ。チームメイトのＢ・トレ

ルイエ、同じインパル勢、アラビアンオアシス・チーム

インパルの本山哲がそれぞれ23ポイント、PIAA

ナカジマの小暮卓史、INGINGのＲ・クインタレッリ

がそれぞれ21ポイントで追う展開。 

加えて第５戦鈴鹿で今季初表彰台の３位入賞した、

ARTAの井出有治もタイトル争いに加わってくることも予想されており、最終戦鈴鹿

ラウンドまでタイトル争いがもつれ込むと予想するのが普通だが、これまでツインリンク

もてぎは何度もチャンピオン決定の舞台となっているのだ。記憶に新しいところでは

昨年、Ｂ・トレルイエと松田次生。今年と同じチームメイト同士の争いは、追いすがる松田

を振り払ってトレルイエが４勝目を記録（松田２位）。ツインリンクもてぎで初のシリーズ

チャンピオンに輝いたのだ。 

さらに一昨年は本山哲と井出有治、こちらもインパル

なり、本山がツインリンクもてぎでポール・トゥ・フィニ

４度目のタイトルを獲得した。どちらの戦いもお互いの

を出し尽くした見応えのあるものだった。チャンピオン

に見逃すことのできない瞬間が、今年もツインリンク

かもしれない。 

 

 

 

１０/２０ SAT. ・ 予選
２００７ 

２１ 
ツインリンクもてぎ ロードコース １周 

●大 会 名 称：
●併催レース：

●主   催：
●公   認：
●後   援：

Hondaエンジン勢 

トップの小暮卓史
ランキングトップの 

松田次生 

B・トレルイエ 本山 哲 井出有治 
2007.8.17 配信
ぎ

決勝 

ツインリンクも
2007年 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第８戦 て
SUN. 
4,801.379m
2007年 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第８戦 ツインリンクもてぎ 
2007年全日本Ｆ３選手権 第１９戦・第２０戦 ／ フォーミュラチャレンジ・ジャパン第１５戦・第１６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・東日本シリーズ～ 第７戦 
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 
国際自動車連盟（ＦＩＡ）／ 社団法人日本自動車連盟（ＪＡＦ） 
茨城県 ／ 水戸市／ 茂木町／ 水戸観光協会 ／ 東京中日スポーツ ／ とちぎテレビ ／ 
Radio Berry ／ FM NACK5 
tyland.co.jp/motegi/ 

山となる 

勢同士の争いと

ッシュを決めて、

持てる力すべて

決定という、絶対

もてぎで見られる
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いつまでもルーキーじゃない！おれたちの走りを見てくれ！！ 

今季初参戦の４人、もてぎで大ブレイクの予感 
今年のフォーミュラ・ニッポン、ルーキーは大物がそろった。昨年までヨーロッパで

GP2を戦い、最高２位の記録を残した吉本大樹（SGチーム5ZIGEN）、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）、ユーロＦ３、全日本Ｆ３で実績を

残してきたＦ・カルボーン（DoCoMoダンディライアン）。33歳と遅咲きのルーキーながら、

98年Ｆ４の鈴鹿、MINEシリーズのＷタイトルを獲得し、フォーミュラ・ドリーム、Ｆ３へ

とステップアップ。SUPER GTで05年にGT300クラスのチャンピオンを獲得するなど、

その実績は十分な佐々木孝太だ。 

フォーミュラ・ニッポンはＦ１に次ぐビッグパワー。加えてテスト走行時間が限られて

おり、彼らの腕をしてもやはり当初は

苦戦を免れなかった。だが、その分は

実戦でキャリアを積んできた。第５戦が終わった時点での最高位はオリベイラが予選

３番手、決勝４位。カルボーンが予選13番手、決勝6位と、ともにポイントを獲得。

吉本は予選16番手、決勝13位。佐々木は予選9番手、決勝14位だが、２人とも

全レースで完走を果たしており、やはり並みのルーキーではないところを見せている。

ツインリンクもてぎはシリーズ第８戦、もうマシンにも、予選アタックにも、そして決勝

レースの駆け引きにも慣れたはず。表彰台はもちろん、トップ争いに絡んでくること

さえ予想される。ルーキーたちの力走に注目だ。 

 

 

Ｆ３はラストラウンド。ＦＣＪもタイトル争いの山場。 

やはりツインリンクもてぎがタイトル決定の鍵を握る！ 
サポートレースの全日本Ｆ３選手権はツインリンク

もてぎが最終ラウンド（第19戦、20戦）。前半の５ラウ

ンド、10戦を終了した時点で、ともに３勝を記録した

INGINGのＲ・ストレイト、DHGトムスのＯ・ジャービス

が146ポイント、139ポイントでランク１位、２位。同じ

TDPトムスの大嶋和也が123ポイントでランク３位と、

トヨタエンジン勢が上位を占めているが、これを激しく

追うのがホンダエンジンの塚越広大（ホンダReal）だ。

序盤こそ不調だったが、その後本来の速さを取り戻し

て第8戦、第10戦で優勝。一気にタイトル争いに加わっ

てきたのだ。近年にない激しいタイトル争いの決着

は最終ラウンドまでもつれ込むのは必至の情勢と

なっている。 

一方未来のＦ１ドライバー育成を目指すＦＣＪ（フォーミュラ

チャレンジ・ジャパン）も接戦が続いている。前半の５ラウンド、

10戦を終えて、なんと優勝者が７人。毎レース新たな勝者が

生まれるといった感じだ。国本京佑が118ポイント、これを

４ポイント差で田中誠也が追う展開だが、ポイントランク３位

以下に井口卓人、地元栃木県出身の山本尚貴、そして最多の

３勝を記録している中嶋大祐と強豪がずらりと並ぶ状況。ツイ

ンリンクもてぎは第８ラウンド、第15戦、16戦。鈴鹿サーキット

で行われる最終第17戦、18戦に向けて、取りこぼしの許され

ない、まさにタイトル挑戦権をかけた最後の戦いとなる。 

 

 

吉本大樹 ＪＰ・デ・オリベイラ 

佐々木孝太 Ｆ・カルボーン 

Ｒ・ストレイト 塚越広大 

国本京佑 山本尚貴 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honda「フィット」が当たる抽選会実施！ 
フォーミュラ・ニッポン全レースで、決勝レースの指定された順位を予想し

て応募すると、なんと当選者の中から抽選でクルマが当たる順位当てクイ

ズがおこなわれる。第8戦はHonda「フィット」だ！ 

 
茨城県の

「家庭
茨城県内

２名＋駐

前

 

※茨城県

Ｌコード：３

「いばら

■参加
※ドライバ

ファミリーチケットと子ども観戦券にはプッチ
タウン無料１回券が付いてくる！ 
３歳からのお子様が、自分で“のりもの”を楽しく操り、競

い合うことで交通マナーも学びながら、モビリティの世界

の夢を体験する“モビリティアイランド プッチタウン”。 

フォーミュラ・ニッポン第８戦の

ファミリーチケットと子ども観

戦券には、プッチタウンの乗り

物１回券が付いてきます。レー

ス観戦とプッチタウンの両方

を楽しんじゃおう！  

※チケットの詳細はチケットページをご覧ください。 

ン 
フォーミュラ・ニッポン第8戦は「茨城県感謝デー」
グリッドクルーは茨
スタート前の緊迫した

コースを１周しグランド

果たすのがグリッドクル

今回は2008年11月1

ハッスル黄門と高校生

の中から9名を一般公

２１日（日）フォーミュラ・

※一般公募は当日有

※募集要項などの詳細

ファン必見！ 

の日」スペシャルファミリーチケット 
のローソン限定で、ファミリーチケット（大人２名＋子ども

車券１台）を10,000円にてご提供！ 

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 

内のローソンのみでの販売となります。  

９２６１ 

きメロンカップ」 マスターズ・オブ・フォーミュラ開催！ 
チーム監督や往年の名ドライバーによるミニレース、「いばらきメロンカップ」マスターズ・オブ・

フォーミュラが10月21日（日）、フォーミュラ・ニッポン第8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。 

予定ドライバー■ 
ーは都合により参加できない

中嶋悟氏

国歌斉唱は茨城県出身の川上茉梨絵さん 

●協賛：ＪＡかしまなだ 

●優勝賞品：ＪＡかしまなだ提供「いばらきメロン」 

」

■フォーミュラ・ニッポンスタート進行時 
２１日（日） ピットウォーク中開催（予定）
城
空

ス

ー

日

サ

募

ニ

効

は

※  

場

／

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。
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県在住の方で公募！ 
気の中、スターティンググリッドにつくために、ピッ

タンド前に帰ってくる。そのマシンをダミーグリッド

だ。 

（土）～9日（日）に開催される、第23回国民文化

ポーターズがグリッドクルーとして参加決定。さ

します。 

ッポン決勝レース スタート進行時 

なチケットをご購入いただいた茨城県在住の方（男

後日ホームページでご案内いたします。 

合がございます。ご了承ください。 

星野一義氏／近藤真彦氏／木下正治氏／森本
今回の国歌斉唱は茨城県出身、現在東京

芸術大学音楽学部声楽科在学中の川上

茉梨絵さん。川上さんは数々のコンクール

に入賞、昨年は「まなびピアいばらき2006

開会式において、秋篠宮殿下の御前で国

歌を歌うなど、実力派のボーカリスト。今

回、その素晴らしい歌声をツインリンクもて

ぎで披露する。 
応募方法（２種類） 
■フォーミュラ・ニッポン公式ＨＰ 

（http://www.f-nippon.co.jp/）から応募 

応募期間：10月5日(金)～10月18日(木)24:00まで 

■当日、ツインリンクもてぎ内、特設ブースでの応募 

応募期間：10月21日(日)（時間未定）まで 
イ ン フ ォ メ ー シ ョ
1 

0009   URL http://www.mobilityland.co.jp/motegi/ 

トアウトしたマシンは

に迎え入れる役目を

祭・いばらき2008から

らに茨城県在住の方

女ともＯＫ）に限ります。 

晃生氏／服部尚貴氏／金石勝智氏 

ハッスル黄門 

マスコット 
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■

※

※

※

チームサポーターズシート、８月２5日(土)から発売開始！ 
 

今回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 
 

 

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。 

アフター フォーミュラ・ニッポン宿泊プラン＜10月21日（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。  

■■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」】  

８ 月 ２ ５ 日（土） チ ケ ッ ト 発 売 開 始 ！  
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 
郡茂木町桧山120-1 

   FAX （0285）64-0009   URL http://www.mobilityland.co.jp/motegi/ 

 

ワンランク上の観戦を．．．ＶＩＰスイート&VIPテラス 

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

戦も可能なＶＩＰスイート＆ＶＩＰテラス。今回も特典が多数用意

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。 

お申し込みは下記まで：【ご予約締切＝10月18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） 



 

 

パドックパス（税込）別途観戦券必要・2日間有効 

ピットウォーク券（税込）別途観戦券必要 
10月20日（土） 1,000円 

10月21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。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■観戦券 

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8月25日(土)から10月19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）

10月20日（土） 3,000円 

10月21日（日） 6,000円 
700円 

（2日間有効） 
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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 窓口販売 8月25日（土）10：00～10月19日(金)17：00まで（9:30～17:00）

■ツインリンクもてぎチケットセンター 電話販売 0285-64-0080 
8月25日（土）10：00～10月14日(日)17：00まで（9:30～17:00）

■ツインリンクもてぎオンラインショップ http://www.twinring.jp/onlineshop/  

 8月25日（土）10：00～10月15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） 
●ホンダウエルカムプラザ青山 ●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 ●ＵＦＪチケットセンター（UFJカード会員専用） 
●鈴鹿サーキットレースチケットセンター 
●HOT SPAR茂木ましい店 ●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] 

 
■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

なお、詳細はホームページ（http://www.mobilityland.co.jp/ticke

■駐車券 

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8月25日(土)から10月19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 

10月20日（土） 2,000円 500円 

10月21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。  

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。  

●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。2007年も雨の

中、スリックタイヤで走りぬき優勝を飾るなど、

今、Ｆ３で大活躍している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。  
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：６８０－７０９

パ ド ッ ク パ ス ：６８０－７１０
Ｖ Ｉ Ｐ テ ラ ス ：６８０－７１１
駐  車  券  ：６８０－７１２

ローソンチケット、およびローソン 
町桧山120-1 

X （0285）64-0009   URL http://www.mobilityland.co.jp/motegi/ 

ケットセンター 0285-64-0080
t/）をご覧ください。 

■Ｌコード ３００５４ 


