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アエロバティックス日本グランプリ初の日本人選手出場決定！ 

日本のエース室屋義秀が華麗に、そして過激にもてぎの空を
1998年に初開催されて以来、華やかなフライト競技で多くのファンを魅了し続けてきた

アエロバティックス日本グランプリ。今年で７回目の開催を迎える歴史の中で初めて日本人

になった。それも、今年度数々の世界的大会

に出場し、好成績を残している日本のエース

室屋義秀選手だ。グライダー教官として技術

を磨き、97年からアメリカで本格的なアエロ

バティックを開始。翌年からエアショーを始め

ると世界中からフライト依頼が殺到し、02年、

Team deepbluesを結成。現在では年間20箇所

以上でフライトを披露すると同時に、レッドブルアスリートに登録され、その華麗

なテクニックは世界の頂点を目指そうとしている。その室屋選手が世界トップの

選手たちとともに、初めてのFAIワールドグランプリに挑む。 

世界が認めた究極のフライトがツインリンクもてぎの空に展開される。 
 

その航跡は予測不可能！ 
想像をはるかに超えたフライトテクニックが

オートボルテージュとはフランス語で「最高の飛行技術」を意味する言葉。空の

称されるほど、華麗な飛行を見せてくれるが、それだけではない。「どうしてこ

の？」「このまま飛んでこの先はどうなってしまうの？」の声が漏れてきそうなほ

い、想像をはるかに超えた動きを見せてくれるのだ。低空を斜めになった飛行機

いく、急上昇した機体が一瞬止まり、そのままの姿勢で尾翼から降下する。まっすぐ飛

前に、横にスピンなどなど、まさに驚きの連続だ。このオートボルテージュを冠し

日本グランプリは、大空のトップに君臨する者だけが参加を許される特別な舞台

（１機で行われる競技）はフリースタイルでおこなわ

れ、パイロットが選曲した音楽に合わせ、決められた時間内に様々な技を盛り込んで創造性豊

かなフライトを組みたてる。さらには相手の動きを予想しながら数十センチの間隔で同時に飛行

を続ける、シンクロナイズドスイミングを大空の３次元の世界で表現するような、フォーメーション

チームの競技も、見る者に驚きと感動を与えてくれるはずだ。飛行機の、空の世界のイメージを根

底から覆すような妙技の連続。それが2007“オートボルテージュ”アエロバティックス日本グランプ

リだ。 

また、大会では競技の他にも見応えのあるエキシビション飛行やお子様向けイベント、フォト

コンテストなど様々なスカイレジャー関連のイベントを予定しており、小さなお子様から大人まで

幅広い方にお楽しみいただけます。 
 

 

 

●大会名称：FAI世界選手権 2007“オートボルテージュ”アエロバティックス日本グランプリ 

●主 管：国際航空連盟（FAI：Federation Aeronautique Internationale）／ Haute Voltige Production

●主 催：株式会社モビリティランド 

●後 援：栃木県 ／ 茨城県 ／ 宇都宮市 ／ 水戸市 ／ 茂木町 ／ 宇都宮観光コンベンション協会 ／ 水

水戸商工会議所 ／ 財団法人日本航空協会 ／ 日本ラジコン模型工業会 

※写真はこれまでのアエロバ
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11月2日(金)  11月3日（土） 11月4日（日） 
オープニングフライト 9:50～10:10  オープニングフライト 9:50～10:10 オープニングフライト 9:50～10:10

エデュケイショナル 

フライト 
10:10～10:30  

エデュケイショナル 

フライト 
10:10～10:30

エデュケイショナル 

フライト 
10:10～10:30

Haute Voltige  

エキシビションフライト 
10:30～11:20  

Haute Voltige  

エキシビションフライト 
10:30～11:20

Haute Voltige  

エキシビションフライト 
10:30～11:20

FAIワールドグランプリ 

公式練習 
13:00～15:00  

FAIワールドグランプリ 

決勝1日目 
13:00～15:00

FAIワールドグランプリ 

決勝2日目 
13:00～15:00

※タイムテーブルは気象条件などにより予告なく変更になる場合がございます。 

 

 

 

競技スケジュール 

エントリーリスト 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■選手＜ソロ＞ 
パイロット 国 機体 

Viktor TCHMAL（ビクトル・チュマル） ロシア Sukhoi 31 M 

Mikhail MAMISTOV（ミハイル・マミストフ） ロシア Sukhoi 26 

Svetlana KAPANINA（スベトラナ・キャパニナ） ロシア Sukhoi 26 

Svetlana FEDORENKO（スベトラナ・フェデレンコ） ロシア Sukhoi 26 

Philipp STEINBACH（フィリップ・スタインバッハ） ドイツ Xtreme3000 

Yoshihide MUROYA（室屋 義秀） 日本 Extra EA-300S 
 

■選手＜フォーメーションパイロット＞ 
チーム パイロット ポジション 国 機体 

Brad BENNETTS（ブラッド・ベネッツ） Team Leader 南アフリカ Extra EA-300S 
Mazda Aerobatic Team 

Ian BILLING（イアン・ビリング） Wingman 南アフリカ Extra EA-300S 

Radka MACHOVA（ラドカ・マコバ） Leader チェコ ZLIN 50LX 

Jiri SALLER（ジリ・サラー） Left Wing チェコ ZLIN 50LX 

Miroslav KREJCI（ミロスラフ・クレイチー） Right Wing チェコ ZLIN 50LX 
Flying Bulls 

Jiri VEPREK(ジリ・ヴェプレック） Slot チェコ ZLIN 50LX 
 

■選手＜エキシビジョン＞ 
チーム パイロット ポジション 国 機体 

Corrado RUSALEN（コッラード・ルサーレン） Team Leader イタリア Pioneer 300 Hawk

Claudio FOGLI（クラウディオ・フォーリ） Leftwing イタリア Pioneer 300 Hawk

Franc BORIN（フランク・ボリン） Rightwing イタリア Pioneer 300 Hawk

Pioneer Microlight 

Formation Team 

Marco GIORIA（マルコ・ジョリア） Slot イタリア Pioneer 300 Hawk

※エントリー内容は予告なく変更になる場合がございます。 
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※気象条件などにより予告なく変更になる場合がございます。

イベント情報 

フライトガーデンオープン 
HAUTE VOLTIGEに参加する曲芸機が離発着する南滑走路を開放。参加パイロットのファンサービス 

と機体の展示を実施。 

■場 所：南滑走路 

■料 金：1,000 円／1人1回 各日とも1,000 枚限定 

■販売場所：イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン セ ン タ ー（各日とも7:30より） ／ 南滑走路特設テント（各日とも14:30より） 

■時 間：11月2日（金）15:30～16:30 ／ 11月3日（土）15:30～16:30 ／ 11月4日（日）15:30～16:30 

ヘリコプター遊覧飛行 
アエロスパシアル式AS355型を使用してツインリンクもてぎ上空の遊覧飛行を実施。 

■場 所：南ヘリポート 

■料 金：大人 4,500 円／1人  子ども(3歳以上12歳まで) 3,500円／1人 

■販売場所：グランドスタンドプラザ特設テント（各日とも開始30分前より） 

■時 間：11月2日（金） ①9:00～9:50 ②11:20～12:50 ③15:15～16:30 

11月3日（土） ①9:00～9:50 ②11:20～12:50 ③15:15～16:30 

11月4日（日） ①9:00～9:50 ②11:20～12:50 ③15:15～16:30 

ブルーインパルスJr. デモンストレーション 
航空自衛隊松島基地所属の

「ブルーインパルスJr. 」による

デモンストレーションを実施。 

■場所：スーパースピードウェイ 

■時間：11月3日（土）15:00～ 

11月4日（日）12:30～ 

アルファフライトチーム デモンストレーションフライト
アルファー・アビエーション所属のアルファフライトチームによるデモ

ンストレーションフライトを実施。 

■場所：ツインリンクもてぎ上空 

■時間：11月2日（金）11:30～ 

11月3日（土）11:30～ 

11月4日（日）11:30～ 

スカイダイビング降下展示 
ツインリンクもてぎの上空より、スカイダイビングでの降下を実施。

■場所：ツインリンクもてぎ上空 

■時間：11月2日（金）12:50～ 

11月3日（土）12:50～ 

11月4日（日）12:50～ 

航空自衛隊航空救難デモンストレーション
航空自衛隊百里基地所属の救難捜索機U-125Aと救難救助ヘリコ

プターUH-60Jによる展示飛行を実施。 

■場所：ツインリンクもてぎ上空 

■時間：11月4日（日）11:50～ 

スカイスポーツ紹介ブース 
【協力：野田スカイスポーツ振興会】 

 

マイクロライトプレーンで舵面操縦型、体重移動操縦型(トライク)、

ジャイロプレーンタイプの3機の展示を実施。 

■場所：グランドスタンドプラザ 

■時間：11月3日（土）8:00～ 

11月4日（日）8:00～ 

スピードウェイカート 
スーパースピードウェイ(1周2.4km)をゴーカートで走行！ 

■場 所：スーパースピードウェイ 

■料 金：1人乗り 1,000円 ／ 2人乗り 1,500円 

■販売場所：スーパースピードウェイチケットボックス 

■対 象：小学校5年生以上 

（※小学校4年生以下のお子様は付き添いが必要） 

■時 間：11月2日（金）15:20～16:30 

11月3日（土）15:40～16:30 

11月4日（日）15:20～16:30 
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■Honda Collection Hall 

SUZUKI presents 

トニー比嘉 トークショー 
エアレースに挑戦するまでの熱い想いを

語る。 

■出演：トニー比嘉氏 

■場所：Honda Collection Hall オリエンテーション室 

■時間：11月3日（土）15:30～16:30 

■受付：Honda Collection Hall インフォメーション 

（9:00より受付開始） 

【限定：150名(着席)＋30名(立見)】 

ワークショップ 

～航空映像制作の現場から～ 
数々の航空機映像コンテンツの製作を手がけてきた

方々をお招きし、映像を織り交ぜながらトークを展開。

第1部：最新ＤＶＤ｢スクランブル｣制作秘話 

第2部：サニー横山氏による「アエロバティックテクニック」講座

■場所：Honda Collection Hall オリエンテーション室 

■時間：11月4日（日）15:30～17:00 

■受付：Honda Collection Hall インフォメーション 

（9:00より受付開始） 

【限定：150名(着席)＋30名(立見)】 

「翼ある人」 
Honda の「世界一を目指し、世界へ羽

ばたいていこう」という思いが形になっ

たウィングマーク。「翼ある人」がモデル

になったとされ、誕生と変化を紹介しつ

つ、空への憧れが具現化された「Honda 

Jet」を紹介。 

■場所：Honda Collection Hall 2階ブリッジ 

■時間：11月2日（金）9:30～16:30 

11月3日（土）9:30～16:30 

11月4日（日）9:30～16:30 

 

■ハローウッズ 

熱気球体験搭乗 
ハローウッズに係留した熱気球に体験搭乗を実施。 

■場所：ハローウッズ 

■料金：大人1,000円／1人 

子ども(3 歳以上12 歳まで)500円／1人 

■時間：11月3日（土）7:30～9:30 

11月4日（日）7:30～9:30 

■受付：各日とも7:00よりハロー 

ウッズにて受付開始 

森のクラフト ～HAUTE VOLTIGE バージョン～ 
キャストが作品づくりをお手伝いし、ハローウッズの森で間伐した枝や木の実な

どの素材を利用し、プロペラ機など自分だけのオリジナル作品を製作。 

■場所：ハローウッズ グランドスタンドプラザ 

■料金：500円～/1作品 

■時間：11月2日（金）9:30～16:30 

11月3日（土）9:30～16:30 

11月4日（日）9:30～16:30 

■受付：各日とも9:30～15:30の間ハローウッズ 

グランドスタンドプラザにて受付 

 

■ファンファンラボ 

写真展「SNAP! SNAP!! SNAP!!!」 

航空カメラマン 今原 太郎 氏が国内外で撮影した曲技用航空機の写

真 展 。 2007 年 6 月 に 開 催 さ れ た 「 24th FAI World Aerobatic 

Championships」と8月に開催された「MOSCOW Air Show」の写真をメイン

に展示。 

■場所：ファンファンラボ 

■時間：11月2日（金）9:30～16:30 

11月3日（土）9:00～16:30 

11月4日（日）9:00～16:30 

紙飛行機教室 
【協力：野田スカイスポーツ振興会】 

紙飛行機キットを使用して紙飛行機教室を実施。作成した機体は

記念としてプレゼント！ 

■場所：ファンファンラボ なぜなに教室 

■料金：100モビ／1人 

■対象：5歳～小学生まで 

■時間：各日1日3回実施 11月2日（金）各回20名限定（先着順） 

11月3日（土） 

11月4日（日） 

Kids パイロット体験 
パイロットのコスチュームを着てHondaがジェネラルアビエーション

の将来技術研究プログラムの一環として、独自に設計、開発した

６人乗り実験用小型ジェット機「MH-02」に乗れる！ 

■場所：ファンファンラボ MH-02付近 

■対象：制服(サイズは身長110～130cm対応)が着られる方 

■時間：11月2日（金）9:30～16:30 

11月3日（土）9:00～16:30 

11月4日（日）9:00～16:30 

HAUTE VOLTIGE スペシャルペーパークラフト 
通常のデジタルペーパークラフトにHAUTE VOLTIGE スペシャルとして

オリジナルクラフトが登場。型紙を切り抜いて、のり付けしながら

ペーパークラフトを完成させよう！ 

■場所：ファンファンラボ ドリームスタジオ 

■料金：200モビ／1人 

■時間：11月2日（金）9:30～16:30 

11月3日（土）9:00～16:30 

11月4日（日）9:00～16:30 

スポンジパズル 
飛行機のスポンジパズルが登場！ スポン

ジパーツを組み合わせるだけで、カラフルな

飛行機の出来上がり！ 

■場所：ファンファンラボ ドリームスタジオ 

■料金：500モビ／1人 

■時間：11月2日（金）9:30～16:30 

11月3日（土）9:00～16:30 

11月4日（日）9:00～16:30 

ASIMOとあそぼう 

～HAUTE VOLTIGE バージョン～
パイロットとASIMOと一緒にゲームや体操を

して遊ぼう！ さらに、ゲームに勝つとサイン

入り記念写真をプレゼント！ 

■場所：ファンファンラボ ASIMOホーム 

■時間：11月2日（金）11:30～11:50 

11月3日（土）11:30～11:50 

11月4日（日）11:30～11:50 

映像展示 
アエロ参加機に搭載したオンボードカメラ、

海外映像などの貴重な映像を放映。 

■場所：ファンファンラボ ASIMOホーム 

■時間：11月2日（金）9:30～16:30 

11月3日（土）9:00～16:30 

11月4日（日）9:00～16:30 

※イベント内容、タイムスケジュールは変更になる場合がございます。 

各回50名限定（先着順） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 11月1日（木）16：30まで ※  

■ツインリンクもてぎチケットセンター 電話販売 0285-64-0080 10月27日（土）17：00まで ※ 

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

 10月28日（日）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） 
●Honda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 
●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 ●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] 

※ツインリンクもてぎチケットセンター（窓口・電話）の営業時間は下記のとおりとなります。 

10月[9:30～17:00] ／ 11月[9:30～16:30] 

■Ｌコード ３００５２ 

■前売券（3日間有効）  

 観戦券 ファミリーチケット※1 カメラマンシート※2 VIPテラス※3 

大人（高校生以上） 6,000円 12,000円 

子ども（3歳～中学生） 1,000円 
13,000円 9,000円 

5,000円 
※1 ファミリーチケット＝大人（高校生以上）2名、子ども（3歳～中学生）3名、駐車券1枚がセットになったお得なチケットです。（16,000円相当） 

※2 カメラマンシート＝A席のVIPテラス寄りのエリアで、航空写真ファンだけでなくどなたでもゆったりとしたスペースで観戦をお楽しみいた

だけるお席です。200枚限定発売。 観戦券1名･指定席2席分のスペース・プログラム･駐車券付きです。  

※3 VIPテラスにはプログラム・お弁当・お飲物（11月4日（日）のみ）・記念品・指定駐車券(大人券のみ)がつきます。  

※ カメラマンシート・VIPテラスはツインリンクもてぎチケットセンター（窓口販売または電話による通信販売）およびツインリンクもてぎオンラ

インショップでのみ販売いたします。  
 

■当日券 

  11/2（金）公式練習 11/3（土）決勝1日目 11/4（日）決勝2日目 

大人（高校生以上） 4,000円 6,500円 6,500円 

子ども（3歳～中学生） 700円 1,000円 1,000円 
 

■駐車券 

 4輪・バス 2輪 

前売（3日間有効） 1,000円 500円 

11/2（金）公式練習 1,000円 500円 

11/3（土）決勝1日目 2,000円 1,000円 
当

日 
11/4（日）決勝2日目 2,000円 1,000円 

 

■フライトガーデンパス（各日） 

3歳以上共通（各日1,000枚限定） 1,000円 
※ 全てのフライトプログラム終了後に、滑走路と飛行機が格納されているエリア（フライトガーデン）にご入場いただけるチケットです。  

※ フライトガーデンパスはツインリンクもてぎチケットセンター（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での

み販売いたします。  

※ 別途観戦券が必要です。 

！ 
 

 
■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。 
 
〒321-3597  栃木県芳賀郡茂木

TEL （0285）64-0001   FA

- 5/5 - 

 

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：６８０－６６６

駐  車  券  ：６８０－６６７

ローソンチケット、およびローソン 
好評チケット販売中
町桧山120-1 

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


