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GTNET スーパー耐久シリーズ2007 第７戦 
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開幕から３連勝！
ポルシェG

マン組（ペトロナスSYNTIUM）。BM

本領発揮。本来のポテンシャルを

ランキングトップの影山正美組が、

ポイント差（第４戦終了時点）をつ

勢、BMWが上位に食い込んできて

タイトル争いは混戦の状況でツイン

を向かえそうだ。はたしてどのチー

だろうか。まさにシリーズ中、最も

そうだ。 

 

●大 会 名 称：GTNET スーパー耐久

●併催レース：Netz Cup Vitz Race

●主   催：エムオースポーツク

●後 援：茂木町 

ツインリンクもてぎ ロードコース

１１/１０ SAT. ・
予選 ００７ 

ンドレス ADVAN Z 
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逃げる影山正美組フェアレディＺを 
T3、BMW Z4Mクーペが追うＳＴクラス１ 

スーパー耐久の総合優勝を争うのがエンジン排気量

3500cc以上の車両で争われるＳＴクラス１。昨年は

ポルシェGT3の田中哲也／新田守男／高木真一組が

７戦全勝の大記録を打ち立ててタイトルを獲得したが、

今シーズンは一転。フェアレディＺの影山正美／青木

孝行／藤井誠暢組（エンドレス ADVAN Z）が開幕戦か

ら３連勝を達成。SUPER GTでもトップ争いを続けるＺ

の本来のパフォーマンスがいよいよ発揮されたわけだ。

しかし第４戦でポルシェ勢が逆襲。清水康弘／竹内浩典組

（黒豆リボイスGT3）が優勝。さらにこの第４戦で予選ＰＰ（ポール・ポジション）

を獲得したのが、今季から参戦のBMW Z4Mクーペ、柳田真孝／Ｆ・ハイル

WもＺ同様、いよいよ

見せ始めたわけだ。

２位清水康弘組に19

けているが、ポルシェ

いる状況を考えると、

リンクもてぎ最終決戦

ムが栄光をつかむの

見逃せない１戦となり

シリーズ2007 第７戦 もてぎスーパー耐久500km 

 2007 関東シリーズ 第5戦 

ラブ（M.O.S.C.）／ 株式会社モビリティランド 

１周 4,801.379m 11 SUN.
決勝 

影山正美 

黒豆リボイスGT3 ペトロナスSYNTIUM (BMW Z4M) 
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ＳＴクラス２のライバルバトル。 
逃げるランサーエボリューションにスバルインプレッサが
一矢報いることができるか 

エンジン排気量2001cc以上3500cc以下の４輪駆動車で争われるのがＳＴクラス２。

ランサーエボリューションとスバルインプレッサの戦いの場となっている。今シーズン

もランサーが強く、木下隆之／中谷明彦組（オーリンズ・ランサーEVO・MR）が開幕

から４連勝を記録し、ランキングトップ。ランク２位にもランサーの和田久／中村啓

／HINOKI組（エクセデシーケンシャルエンドレス

CS）がつけている。２台のタイトル争いが注目され

ると同時に、ライバルインプレッサの戦いぶりにも

注目だ。吉田寿博／松田晃司／川口正敬組

（PROVAフジツボインプレッサ）が優勝こそない

ものの、第４戦終了時点でランク３位。タイトルは

厳しい状況だがツインリンクもてぎでは優勝だけを見据えた、つまりは勝つかリタイヤかの

勝負に出ることもできる。ランサー勢に一矢報いることができるかに注目したい。 

 

 

 

ＳＴクラス３はＺ、RX-7、BMW・M3が三つ巴のバトルを
展開！インテグラ、シビックが激突するＳＴクラス４ 

エンジン排気量2001cc以上3500cc以下の２輪駆動車で争わ

れるＳＴクラス３は、フェアレディＺ、ホンダNSX、BMW・M3、RX-7

と多彩な車種が激しい争いを展開している。昨年はRX-7

がタイトルを獲得したが、今年はＺ勢が強く、これにM3、RX-7

が対抗する展開となっている。現在ランキングトップはＺの

大井貴之／伊橋勲組（カルラレーシング北海Ｚ）。これをM3の

長島正興／村田信博／小林且雄組

（FINA GSX ADVAN M3）、Ｚの小林

敬一／菅原修一組（アラビアンオアシスＺ）、RX-7の井入宏之／赤鮫

オヤジ／佐々木孝太組（アメニティホームエクセディRX-7）が追う展

開。 

 

 

エンジン排気量2000cc以下の車両で争われるＳＴクラス４は、これまでインテグラ同士の激

しい戦いだったが、今年はシビックが参戦すると開幕戦でいきなり優勝する速さを見せて、

現在玉本秀幸／小林正吾／古橋譲組（Honda Accessシビック）

がランキングトップ。これをインテグラの山本すばる／花岡隆弘組

（PSY ERGED A-ONE DC5）が追う展開だ。ＳＴクラス３、ＳＴクラス４

とも上位陣のポイント差は少なく、タイトル争いが最終戦までもつれ

込むのは必至の情勢。ツインリンクもてぎの戦いはシリーズ中最も

激しいものとなりそうだ。 
 

 

 

 

オーリンズ・ランサーEVO・MR 

エクセデ シーケンシャル 

エンドレスCS 

カルラレーシング北海Ｚ 

FINA GSX ADVAN M3 

PSY ERGED A-ONE DC5 
Honda

アラビアンオアシスＺ 7 
アメニティホーム エクセディ RX-
www.mobilityland.co.jp/motegi/ 

 Accessシビック 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■観戦券 

（すべて税込） 

予選日 11月10日（土） 

決勝日 11月11日（日） 

※1 パドックパスは3,000枚
※2 ピットウォーク券は各日

窓口はツインリンクもて

 

 

スーパー耐久オフィシャルステージ 
グランドスタンドプラザ特設ステージでは、スー

パー耐久レースイメージガール「Vanilla（バニラ）LIVE

ステージ」、各チームのレースクイーンが勢揃いの

「キャンギャルオンステージ」、そして、スーパー耐久

出場ドライバーによる「ドライバーズトークショー」な

ど、さまざまなイベントが開催される。 
 

■日時：11月１０日（土）、１１日（日）（時間未定） 

■会場：グランドスタンドプラザ特設ステージ 

ドライバーズ 
トークショー 

キャンギャル 
オンステージ 

Vanilla（バニラ） 

ストックカーオーバルバトル
アメリカで人気のオーバルレース“ストックカーレース”。オープンホイールと

は一味違ったダイナミックな走りが魅力的だ。ドライバーにはS耐参戦ドライ

バーを迎え迫力の高速バトルを 

披露する。 
 

■日時：11月11日（日）  

ピットウォーク中 

■会場：スーパースピードウェイ 

チェッカード フラッグ体験
決勝レース本番にて、抽選で選

ばれたお客様によるチェッカード フ

ラッグを実施。普段上がることのでき

ないフラッグ台からチェッカーを振

り、走りぬいたマシンを出迎える。 

日 時：11月11日（日） 

15:40頃 チェッカー時 

場 所：フラッグ台  

対 象：16歳以上  

応募方法：当日募集 

スタートコール体験 
決勝レース本番にて、抽選で選ばれ

たお客様によるスタートコールを実施。

コールと同時に全車一斉にエンジンス

タートするというレースファンにはたま

らない貴重な体験ができるイベント。 

日 時：11月11日（日） 

12:00スタート時 

場 所：ロードコース  

対 象：16歳以上  

応募方法：当日募集 

※イベントの内容は変更となる場合がございます。ご了承ください。 

※体験イベントの詳細は決定次第、ツインリンクもてぎホームページにてご案内させていただきます。 

オールフラッグ体験 
決勝レースチェッカー時にロードコースサイ

ドで、走り切ったマシンをフラッグで出迎える、

オールフラッグ体験を実施する。当日限定

10名様にチケットを販売。 

日 時：11月11日（日） 

15:40頃チェッカー時 

参加資格：16歳以上 

料 金：1000円/人 

受付時間：10:00～11:00 

受付場所：インフォメーションセンター窓口 

※当日限定10名様にチケットを販売 

（応募者多数の場合抽選となります） 

ランエボ＆インプレッサ
オーナーズパレード 

車をこよなく愛するユーザーが贈るスペシャル

パレードを開催する。参加車両はランサーエボ

リューション、スバルインプレッサが決定、その

ほかの車両もパレード参加予定。 

日時：11月11日（日） ピットウォーク中   

場所：ロードコース  
9月 1日 チケット販 売 開 始 ！
前売観戦券（2日間

大人 

（高校生以上

３，２００円 

の限定販売となります
2,000枚の限定販売
ぎチケットセンター（
イ ベ ン ト 情 報
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有効） 当日観戦券 

） 

大人 

（高校生以上） 

子ども 

（3歳～中学生）

パドックパス  

※1 

ピットウォーク 

※2 

２，０００円 １，０００円 

４，０００円 

７００円 

（2日間有効）

３，０００円 

（2日間有効） １，０００円 

。前売券完売の場合、当日券の販売はございません。 
となります。前売券完売の場合、当日券の販売はございません。ピットウォークの前売販売
窓口・電話による通信販売）、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。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■駐車券 

 コースサイド（4輪） ４輪・バス ２輪 

前売（2日間有効） ３，０００円 ※5 １，０００円 ５００円 

当日【11/10（土）】 ２，０００円 ５００円 

当日【11/11（日）】 

４，０００円 ※6 

（2日間有効） ２，０００円 １，０００円 

※5 コースサイド駐車券では、ロードコース外周路（S字～V字～ヘアピン手前）にお停めいただけます。300枚限定にて販売いたします。 
※6 前売駐車券（4輪）をお持ちの方は追加料金にて変更可。前売券完売の場合、当日券の販売はございません。 

●アフタ－ スーパー耐久 宿泊プラン＜11月11日（日）限定＞ 
レースの余韻をゆったりとお楽しみいただけるよう、決勝レース終了後にホテルツインリンクにご宿泊いただける「2007 スーパー耐久 

宿泊プラン」をご用意しております。 
 

大人

大人

中学

子ど

※詳細はホテルツインリンクホームページ（http://www.mobilityland.co.jp/hoteltwinring/ ）をご参照ください。 
 

 

 

 

 

 

 

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 9月1日（土）10:00～11月9日（金）16：30まで（9：30～16：30） 

■ツインリンクもてぎチケットセンター 電話販売 
0285-64-0080 9月1日（土）10:00～11月4日（日）16：30まで（9：30～16：30） 

■ツインリンクもてぎオンラインショップ   

http://www.twinring.jp/onlineshop/  
9月1日（土）10:00～11月5日（月） 9：00まで（24時間受付） 
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●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] 
チケットぴあ、および提携コンビニエンスストア 
■Ｐコード 観 戦 券：６８０－７３０ 

パドックパス：６８０－７３１ 
ＶＩＰテラス：６８０－７３２ 
駐 車 券：６８０－７３３ 

ローソンチケット、およびローソン 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ＶＩＰテラス・ＶＩＰスイート 

VIPテラス（屋外席・エリア指定） ※7 VIPスイート（屋内席）※8 

大人（高校生以上） 子ども（3歳～中学生） 大人（高校生以上） 子ども（3歳～中学生） 

８，５００円 ３，５００円 ２２，０００円 １６，０００円 

※7 ピットウォークへの参加、指定駐車券（大人券をご購入のお客様のみ）が付きます。また日曜日は、お弁当とお茶が付きます。 
前売り1,000枚限定にて販売いたします。 

※8 記念品・指定駐車券（大人券をご購入のお客様のみ）が付きます。またグランドスタンド上のＶＩＰスイート、グランドスタンド、パドックに
てご観戦いただけるほか、グリッドウォーク（大人券のみ）及びピットウォークへもご参加いただけます。なお日曜日は、スイートでのお
食事、フリードリンク（ビール、ソフトドリンク）もご利用いただけます。前売り80席限定にて販売いたします。ツインリンクもてぎチケット
センター（窓口販売・電話による通信販売）、ツインリンクもてぎオンラインショップでのみお取り扱いいたします。 
■Ｌコード ３０９８６ 
■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。 
アフター スーパー耐久 宿泊プラン（税込） 
１泊２食付き＜11月11日(日)決勝日泊限定＞ 

決勝日自由席観戦券・プログラム付き 

(高校生以上)1名利用 16,000円 
(高校生以上)2名以上利用 13,000円 
生 9,000円 
も（3歳～小学生） 7,000円 
町桧山120-1 

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


