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スーパー耐久シリーズ2009 第８戦

スーパー耐久オーバルバトル
ツインリンクもてぎ スーパースピードウェイ内特設コース
（第１、第３ターンに減速地帯設置）

２８ SAT.

２００９

予選＆決勝

１１／

＜１１月２９日(日) 悪天予備日＞

●大会名称：スーパー耐久シリーズ2009第8戦 スーパー耐久オーバルバトル
●主

催：株式会社モビリティランド、エムオースポーツクラブ（M.O.S.C.）

●公

認：社団法人日本自動車連盟（JAF）

●後

援：茂木町 ／ FM NACK5

Ｓ耐マシンが異次元のスピードで駆け抜ける！
シリーズ最終章は高速オーバルバトル！！
昨年11月、スペシャルレースとして、初めてツイ
ンリンクもてぎスーパースピードウェイで「オーバル
バトル」が開催されたが、今年はこの「オーバルバ
トル」が正式にシリーズの一戦として採用され、し
かもシーズンのエンディングを飾ることとなった。
スーパースピードウェイのレースといえば、オー
バル（楕円形）コースを絶えずアクセル全開に近い
状況で駆け抜けるが、安全性を考慮し、第１ターン
と第３ターンにシケインが設けられる。
そう聞けば、肝心の迫力が削がれるのでは……
と思うはずだが、それが意外や意外！ メインスト
レートは常にアクセル全開。トップクラスのマシンなら軽く時速250kmを超えてしまう。しかもアウト側のウォー
ルぎりぎりを走るため迫力満点。
その後マシンは第１ターンのシケインでフルブレーキング。シケインはスラローム形状のためにステアリン
グの切り返しが必要となる。このため一瞬だがマシンはウォール、つまり外側に向かってくる。このとき観客と
ドライバーの視線が一直線でヒット！ 減速されているとはいえ、スリリングであることこの上ない。間近で見
えるステアリングさばきも、ぜひ堪能してもらいたい。
シケインを抜けたら、第２ターンとバックストレートでは再びアクセル全開。そして第３ターンのシケインを抜
け、またアクセルを踏み込んで行く―。これが50ラップも繰り返され、２レースで争われる。さらに２レースとも
決勝中にドライバー交代が義務づけられているが、そのピットイン時にタイヤを交換するか、しないかは自由。
マシンスピードとともにチーム戦略も勝敗の大きな要素になりそうだ。

アメリカンモータースポーツ経験者 VS スーパー耐久のつわものたち
今年もINDYTM JAPANに参戦し、オーバルレースでの豊富な経験のある松浦孝亮選手。
対して谷口信輝選手をはじめとするスーパー耐久マシン、レースを知り尽くした男たちのドライバー対決
も必見だ！
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スーパースピードウェイで最終決着！！
４クラスともに2009シーズン最も激しい戦いが展開される
スーパー耐久はエンジン排気量や駆動方式に
よって４クラスに分けられ、なおかつそれぞれの
クラスでライバルが存在し、対決を繰り広げても
いる。マシン特性によって得意なコース、苦手な
コースがあり、それがシリーズを盛り上げる要素
になっているが、「オーバルバトル」でもそれはあ
りそうだ。
ST-1 フェアレディZ
総合優勝を争うST-1クラスでは、BMW Z4M ST-1 BMW Z4Mクーペ
クーペがシリーズ全勝を飾った勢いで、昨年の「オーバルバトル」も制したが、今年はフェアレディZも逆襲。高速コー
ナーで速さを見せるＺに対し、Z4Mクーペはブレーキングに優ることから、「オーバルバトル」ではまさに五分と五分の
戦いとなりそうだ。
3500cc以下の４輪駆動車で争われるST-2クラスは、
新旧ランサーエボリューションの対決。エボXは重い車
重を新型エンジンのハイパフォーマンスでカバーし、
軽さと熟成度を武器にするエボIXと互角に渡り合って
きた。この決着を「オーバルバトル」でつけることになり
そうだ。

ST-2 ランサーエボリューションX(左)とIX(右)

同じく3500cc以下で、２輪駆動車で争われるST-3クラスは４強激突の展開。昨年のチャンピオンはフェアレディZ
だったが、もてぎ「オーバルバトル」を制したのはホンダNSXだった。今年はBMW・M3がこの２車種に優る活躍を見せ、
RX-7も速さを取り戻してきており、ツインリンクもてぎで最高の盛り上がりを見せそうだ。

ST-3 左からフェアレディZ、NSX、BMW・M3、RX-7

2000cc以下の車両によるST-4クラスは、ホンダＳ2000が返り咲きを果たして、インテグラとシビック、ホンダ車同士
の戦いをより一層白熱させている。他のクラスを超える接戦が展開されてきただけに「オーバルバトル」もまた壮絶な
争いになることだろう。

スーパー耐久ならではのオーバーテイクシーン連発！
10月12日（月・祝）には合同テスト開催
また、スーパー耐久は排気量や駆動方式の違いによって、４つのクラスに分けられている。それぞれスピード差が
あるため、オーバーテイクシーンが他のレース以上に見られることも見逃せない。スタンドから全貌を見渡せるオー
バルコースだから、その光景がすべて目の当たりにできるのも魅力のひとつだ。ストレートで抜き去るのがリスクの
少ない抜き方だが、同じクラスの車両が相手なら、シケイン手前のブレーキングで激しい攻防が見られるはずだ。
コースが狭くなって接触寸前、そのまま行くか、いったん引くか。一瞬の判断が明暗を分けることになりそうだ。
また本戦に先がけて、10月12日（月・祝）に「オーバルバトル合同テスト」も行われる予定だ。昨年見逃したという方
は、是非この機会にチェックすることをお勧め。掛け値なしに迫力ある走りが見られるはず。そうなれば本戦も見なけ
ればならない、という気持ちになるはずだ！
なお合同テスト当日には、ご家族お揃いでお楽しみいただけるイベント「プートのハローウィンパーティー＜開催期間：
2009年9月17日(木)～11月3日(火)＞」を開催いたします。
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イベント情報！
キッズイベントも充実！

オーバルバトルはパドックが面白い！
ピット、パドックエリアで見て、感じて、体験する魅力的なイベントを多数開催！オーバルバトルはパドックに
集合しよう！

■レースで働くクルマたち
コースをきれいにしたり、マシンを運んだり、いつもレースの時に大活躍する働く
クルマたちを見られるイベントを開催！実演も予定。

■キッズワークショップ
車大好きキッズ向けにワークショップを開催。マシンやタイヤを実際に見て触って
学べます。

公開車検

■公開車検
走行前の緊迫したピット内の様子や、オーバルバトル用にセッティングが施されて
いるマシンの車検の様子を間近で見ることができる。

■ドライバートークショー
アツい戦いを繰り広げるドライバーたちが、レースに挑む心境や裏話など、ここだけ
の貴重なトークが聞けるかも！？

■キャンギャルオンステージ
レースに花を添えるチームのキャンギャルや、スーパーガールズ2009「JUICY」などが
ステージに登場！

キャンギャルオンステージ

パドックの外でも楽しいキッズイベント多数開催！
スロットカーオーバルチャレンジ
スロットカーでオーバルコースにチャレンジ！28日（土）に開催されるスーパー耐久
オーバルバトルの縮小版！ スロットカーを自由に操ってオーバルコースを制覇しよう！

■開催場所：ファンファンラボ屋外特設テント
■開催時間：9:30～16:45
■料
金：200モビ(3分間）
スロットカー

ドライビングシミュレーター「オーバルコースタイムアタック」
シミュレーターでツインリンクもてぎオーバルコースのタイムアタックに挑戦！
規定タイムをクリアすると景品がもらえるぞ！

■開催場所：ファンファンラボ内 モビリティーワールド シミュレーター
■開催時間：9:30～16:45
■料金：300モビ ■対象：中学生以上
※ご利用料金単位モビについて
「モビリティランドプッチタウン」の乗り物やライセンスカード、「ファンファンラボ」の
体験プログラムにご利用いただける共通ご利用券の単位です。

ドライビングシミュレーター

※他にもイベント盛りだくさん！詳細は決定次第ホームページ等でご案内いたします。
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お得な宿泊プランをご用意しました。
Ｓ耐観戦券付き宿泊プラン＜11月２８日（土）限定＞
レース観戦をゆったりとお楽しみいただけるよう、ホテル宿泊と観戦券がセットに
なったお得なプランをご用意いたしました。
■特典：観戦券 ／ プログラム（1部屋につき1冊）

Ｓ耐観戦券付き宿泊プラン
１泊２食付き＜11月28日(土)泊限定＞

大人(高校生以上)
中学生
子ども（3歳～小学生）

［税込］

１７，０００円
１１，９００円
８，５００円

※上記は1室2名様以上のご利用で、お一人様のあたりの料金です

※1室1名様でご宿泊の場合、別途3,000円を申
し受けます。
※コース側のお部屋をご希望の場合、別途コー
スビュー料金として3,150円を申し受けます。

９月 ２６日 (土 )チケット発 売 開 始 ！
ファミリーチケットは1,000円お得！ お子さまはパドックパス無料！
快適観戦パックも新たに登場！暖房完備のＶＩＰスイートでオーバルバトルが観戦できる
[価格はすべて税込]

■観戦券

前売
当日

大人

子ども

（高校生以上）

（3歳～中学生）

３，２００円
４，０００円

５００円
５００円

ファミリー
７,4００円
－

※子ども券にはプッチタウンの1回無料乗車券が付きます。
※ファミリーチケットは大人（高校生以上）2名様、子ども（3歳～中学生）2名様、駐車券1枚がセットになったお得なチケットです。
※ファミリーチケットご購入先着100セットはP7指定駐車券付き！
【先着特典はツインリンクもてぎ（窓口・お電話による通信販売）およびMOBILITY STATIONのみとなります。】

■パドックパス
大人（高校生以上）
３，０００円

子ども（中学生以下）
無料

※安全なレース運営を行う為、ピットBOX上部へは終日レース関係者以外の立ち入りを禁止とさせていただきます。
あらかじめご了承ください。
※別途観戦券が必要です。

■ピットウォーク
１，０００円
※3歳以上共通料金となります。
※別途観戦券が必要です。

■駐車券

前売
当日

４輪

２輪

１，０００円
２，０００円

５００円
１，０００円

スーパースピードウェイ
コースサイド（４輪）
３，０００円
４，０００円

※スーパースピードウェイコースサイド駐車券は100枚限定にて販売いたします。
※別途観戦券が必要です。
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[価格はすべて税込]

■ＶＩＰテラス
大人

子ども

（高校生以上）

（3歳～中学生）

８，５００円

３，５００円

※特典：ピットウォークへのご参加、お弁当・お茶、指定駐車券（大人券のみ）。

■ＶＩＰスイート
大人

子ども

（高校生以上）

（3歳～中学生）

２３，０００円

１７，０００円

※特典：パドックへのご入場、ピットウォークへのご参加、グリッドウォークへのご参加、お食事・フリードリンク、記念品、
スーパー耐久ガールのお部屋訪問、指定駐車券（大人券のみ）。

■オーナーズチケット（スーパー耐久参戦現行車種のオーナー様向け）
ドライバー
同乗者・大人

同乗者・子ども

（高校生以上）

（高校生以上）

（3歳～中学生）

６，０００円

５，０００円

５００円

※特典：観戦券、パドックへのご入場、パレード参加券、第2パドック指定駐車券（ドライバーチケットのみ）。
※同乗の方も同乗者用のオーナーズチケットが必要です。
※対象：スーパー耐久参戦現行車種のオーナー様。ランエボについては全車種。
対象車種の詳細はホームページにて別途ご案内させていただきます。

■快適観戦パック＜限定100名様＞
大人

子ども

（高校生以上）

（3歳～中学生）

６，０００円

３，０００円

※特典：観戦券、VIPスイートルームへのご入場、フリードリンク。
※別途駐車券が必要です

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
■ツインリンクもてぎチケットセンター 電話販売
0285-64-0080
ツインリンクチケットセンター（窓口・電話）
営業時間

9月26日(土)10:00～11月27日(金)16:30まで
9月26日(土)10:00～11月22日(日)17:00まで

９月
１０・１１月

■ＭＯＢＩＬＩＴＹ ＳＴＡＴＩＯＮ （オンラインショップ）
ＰＣ
http://mls.mobilityland.co.jp
モ バ イ ル http://mls.mobilityland.co.jp/mobile

平日 9：30～17：00
平日 9：30～16：30

土日祝 9：30～17：30
土日祝 9：30～17：00

9月26日(土)10:00～11月22日(月)24：00まで
（24時間受付）

１１月２７日(金)まで販売
●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）
●ＵＦＪチケットサービス（UFJ カード会員専用） ●Hondaウエルカムプラザ青山
●道の駅もてぎ（栃木県茂木町） ●STEP-１(栃木県茂木町) ●かましん もぴあ店(栃木県茂木町) ●道の駅はが（栃木県芳賀町）
●鈴鹿サーキットレースチケットセンター
●セブンイレブン ●ファミリーマート ●ローソン ●サークルＫ ●サンクス ●am/pm
※右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]

■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
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