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全４クラスの２００９チャンピオンが、スーパースピードウェイ、 

もてぎスーパー耐久オーバルバトルで決定する！! 
昨年11月に初めてスペシャルステージとし

て開催された「スーパー耐久オーバルバトル」。

スーパースピードウェイを時速250kmオー

バーのスピードで駆け抜ける迫力に、詰めか

けたファンは圧倒された。そのハイスピードバ

トルが今年も開催されるが、それだけではな

い。正式にシリーズ公式戦、しかも 終戦とし

て組み込まれ、さらには全４クラスともチャン

ピオン決定の舞台となったのだ。 

昨年は初開催。加えてウェットからドライへ

と変化するコースコンディションの下に行われ

た。難しい状況で実力を出し切れなかった

チームも多いはず。それでも軽く250kmを超えるトップスピードを記録したのだ。今年は各チームにセッティングデー

タ、走行データがあり、マシンも大きく進化を遂げている。当然昨年を上回るハイスピードでのバトルが展開される

はず。昨年を大きく上回る、Ｓ耐マシンにとってはまさに未知の領域ともいえるハイスピードでのバトルが展開され

そうだ。 

 

 

 

１１／２８ SAT. 

2009/11/25 配信

スーパー耐久オーバルバトル

スーパー耐久シリーズ2009 第８戦 
予選＆決勝２００９ 

●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 

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）

＜１１月２９日(日) 悪天予備日＞

決勝は50ラップ×２レース。Ｓ耐マシンが圧倒的な迫力で観客席に迫る！
 

オーバルコース、スーパースピードウェイを絶えずアクセル全開に近い状況で駆け抜けるのがこの

レース。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、マシンはそこで減速することにな

るが、そこから先は一気に加速し、ストレートはアクセル全開。圧倒的な迫力で見る側に迫ってくるのだ。

これが50ラップも繰り返され、しかも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。 
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ＳＴ－１クラスは逃げる谷口信輝組ＢＭＷＺ４Ｍクーペ、 

追う横溝直輝組フェアレディＺの一騎打ち！ 
総合優勝を争うST‐1クラス（エンジン排気量3501cc以上）は昨年

BMW Z4Mクーペがシリーズ全勝を飾り、その勢いで今年の開幕戦、

ツインリンクもてぎラウンドも谷口信輝／柳田真孝／F・ハイルマン組

がポール・トゥ・フィニッシュ。このままシリーズを制するかと思われた

が、一昨年のチャンピオンマシンフェアレディZが黙ってはいなかった。

横溝直輝／佐藤公哉／田中哲也組が第2戦でポール・トゥ・フィニッ

シュを決めると、第7戦で今季2勝目。16ポイント差まで追い上げてき

たのだ。ST‐1クラスはこの2チームの一騎打ちとなった。Z4Mク―ペは昨

年のオーバルバトルで優勝しており、谷口組が優位な状況ではあるが、

トップスピード、高速コーナーの速さではフェアレディZも負けてはいない。

今シーズンここまでの戦いを見れば、大逆転チャンピオンの可能性も十分

にありそうだ。いずれにせよS耐レース史に残るような激しい戦いが、それ

もこれまで経験したことのないハイスピードでくり広げられそうだ。 

 

 

インディジャパンに続いて松浦孝亮が再びオーバルを攻め立てる！ 

吉本大樹、平中克幸の最強トリオがＳＴ－３クラスを席巻する！！ 
ST-3クラス（3500cc以下の2輪駆動車）は平中克

幸／松浦孝亮／吉本大樹組5ZIGEN NSXがランク

トップ。これをフェアレディZのなかむらたかひろ／大

田郁弥／山崎学組が15ポイント差で追う展開だが、

注目したいのはなんといっても5ZIGEN NSX。なにし

ろドライバーがすごい。ヨーロッパのGP2で実績を残

してフォーミュラ・ニッポンに参戦。今年、昨年と

SUPER GTシリーズのGT300クラスでチャンピオン争いを展開したのが吉本だ。平中も海外で

の活躍の後フォーミュラ・ニッポンに参戦。現在はSUPER GTに参戦している実力派。そして松

浦だ。04年からアメリカ、インディカーシリーズ参戦時は毎年もてぎオーバル、スーパースピー

ドウェイでのインディジャパンに参戦。活動の場を日本国内に移し、フォーミュラ・ニッポン、SUPER GTに参戦。その

松浦が今年9月に行われたインディジャパンに2年ぶりに参戦したのだ。誰よりもオーバルコースの走り方、戦い方

を知っているだけに、平中、吉本にとってはこれほど心強い味方はいないはず。タイトルをかけた戦いと同時に、こ

の 強トリオがNSXでオーバルコースをどう攻めるかにも注目したい。 
 

ＳＴ－２クラスも一騎打ち！ 

ＳＴ－４クラスは４チームがタイトルをかけて激突！！ 
ST-1、ST-3クラス同様にST-2クラス（3500cc以下の4輪駆動車）もタイトル争いは一騎

打ちだ。ランサーエボX同士の争いで、峯尾恭輔／村田信博／山田英二組を10ポイント

差で坂口良平／谷口行規／小川日出生組が追う展開。 

ST-4クラス（エンジン排気量2000cc以下）は混戦のま

ま 終戦に突入。ポイントランキングトップの市嶋樹／

小幡栄組S2000をわずか1ポイント差でシビックの谷川達

也／松井孝允／河村直樹組が追い、インテグラの浅野

武夫／笠原智行／森正行組が14ポイント差、同じくインテグラの塩谷烈州／吉橋孝

之組が21ポイント差で追い、4チームがタイトルの可能性を残している。事実上は市嶋

組、谷川組の一騎打ちとなりそうだが、インテグラ勢も相変わらずの強さを見せており

トップ争いに絡んでくるはず。大逆転チャンピオンもありそうだ。 

谷口／柳田／ハイルマン組BMW Z4Mクーペと

谷口信輝

横溝／佐藤／田中組フェアレディZと 

横溝直輝 

平中／松浦／吉本組NSXと松浦孝亮 

ST-2クラス ランサーエボX 

ST-4クラス S2000 

吉本大樹 
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オーバルバトルはパドックがおもしろい！ 
パドックパスを買ってパドックへ行こう。お子様（中学生以下）はパドック入場無料。 

 

【オーバルバトルパドックの魅力】 
■その１ オーバルバトルが目の前で楽しめる！ 

ロードコースホームストレートがパドックエリアとして入場できます。オーバルピットレーンに一番近くレース中

のチームの様子やドライバー交替が目の前で観られます。 

■その２ ドライバーに会える！ 

チームクルーが行きかうパドックエリアでは憧れのドライバーと触れ合えるチャンスです。 

■その３ パドック限定イベント開催！ 

パドックでしか体験できないイベントを開催します。チームプロモーションブースではスポンサーによるパーツ

展示やグッズ販売、ここでしか聞けないドライバートークショー、そしてクルマ大好きなキッズに向けたパドッ

ク限定のイベントを開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イベント情報！ 

パドック限定イベント 

チームプロモーションブース 
パドック内にオーバルバトル参戦チームの協賛スポン

サーによるチームプロモーションブースを出展。 

■日時：11月28日（土） 

■場所：第1パドック内 イベントエリア 
 

ドライバートークショー 
各クラスの第7戦終了時点ランキング上位2チームのドラ

イバーによるトークショーを開催。 

■日時：11月28日（土）13:05～13:25／13:40～14:00 

■場所：第1パドック内 イベントエリア 特設ステージ 
 

オーバルを空から見よう！ 

熱気球搭乗体験 
オーバルバトルが開催されるオーバルコースを空から見

てみよう！さらに上空からは山々に囲まれた美しい茂木

の風景も楽しめる。 

■日 時： 11月28日（土） 7:00～7:40 

  10:00～11:00 

  13:00～14:00 

■場 所： ロードコース 第1コーナー付近 

■料 金： 大人（中学生以上） 1,000円（税込） 

 子ども（3歳～小学生） 500円（税込） 

■参 加 資 格： 観戦券とパドックに入場できるパスを 

 お持ちの方 

■定 員： 1回目40名／2・3回目70名 

※係留飛行となります。 

※風・雨などの天候により中止となる場合もございますの

で、あらかじめご了承ください。 

※定員になり次第、受付終了とさせていただきます。 

心も体もあたたまる野菜たっぷりの豚汁を

食べよう！ 
地元！茂木町美土里ファーム様より美土里のお野菜

たっぷりの豚汁をご提供いたします！ 

■日時：11月28日（土）10:00～ 

■場所：パドックエリア内 

※先着200名様となります。 

※無くなり次第、豚汁のご提供を終了させていただきます。

アメリカンモータースポーツマシン展示& 

エンジン始動 
アメリカンモータースポーツのマシンを展示、エンジン始

動も開催。 

■日 時 (展 示 )：11月28日（土）7:00～16:30 

■日時(エンジン始動)：11月28日（土）随時 

■場 所：第1パドック内 イベントエリア 

■展 示 マ シ ン ：ストックカー、ミジェットカー 

■エンジン始動マシン：ストックカー 
 

レースで働くクルマたち 

 ～レースを支えるクルマたちが大集合～ 
レースの時に大活躍する働くクルマたちを、間近で見る

ことができるとともに、実際に働いているシーンの実演も

開催。 

■日時(展示)：11月28日（土）7:00～16:30 

■日時(実演)：11月28日（土）13:35～14:55 

■場 所：スーパースピードウェイ 

■展示車両：救急車／クローラー／ 

IRL®セーフティトラック 他 
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※他にもイベント盛りだくさん！詳細はホームページをご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

２７日（金）はパドック解放！ 
オーバルバトル前日の11月27日（金）はパドックを無料開放！フリーピットウォーク、公開車検など前日なら

ではのイベントも開催！ 
※入場料、駐車料金のみでパドックまでご入場いただけます。 

※前売観戦券をお持ちの方は観戦券の提示でご入場いただけます。 
 

フリーピットウォーク＆公開車検 
■日時：11月27日（金）15:00～16:00 

■場所：ロードコースピットロード 公開車検 

～併催イベント～ 

ラジドリ大会オーバルバトル！ 
誰でも気軽に参加可能！子どもから大人まで楽しめる！ドリフトラジコンのイベントを併催！ 

■走行内容：予選10台×5レース／決勝10台×1レース 
※直線・コーナーでのドリフトを条件とする、ヘッズアップレース。 

■定 員：先着50名 

■料 金：無料 

■参加資格：観戦券とパドックに入場できるパスをお持ちの方 

■優勝特典：協賛各社からの豪華商品 

■受 付：中央エントランス特設会場 

11月28日（土）8:00～11:30 

■開 催：ロードコース上 特設コース 

11月28日（土）12:50頃～14:00 

※練習は第1パドック特設エリアで常時実施 
 

【協賛社様】（順不同・敬称略） 

場内放送の解説者は豪華ゲスト陣が出演！ 
2レースで争われる決勝では、スペシャルゲストによる解説付きで場内放送を 

お届け！豪華ゲスト陣の解説が観客席をさらに盛り上げます！ 

■第1レースゲスト解説：井出有治選手 

■第2レースゲスト解説：青木孝行選手 
井出有治選手 青木孝行選手 

～当日受付イベント～ 

スーパースピードウェイ同乗体験 
オーバルバトルが繰り広げられるスーパースピードウェ

イを、プロドライバーが運転するマシンで体感できる同乗

体験を開催！なんとドライバーは井出有治選手です！ 

当日抽選で5組10名様がご参加いただけます。 

■日時：13:30～14:00 

■場所：スーパースピードウェイ 

■受付：中央エントランス特設会場 8:00～9:30 

■料金：1000円(税込) 
 

オーバルバトルエスコートキッズ 
オーバルバトルオープニングセレモニーで登場する選手

をエスコートしていただく、エスコートキッズを大募集！ 

小学生以上のお子様で、当日先着4名様がご参加いた

だけます。 

■日時：11:00～11:20 

■場所：スーパースピードウェイ特設ステージ 

■受付：中央エントランス特設会場 8:00～9:30 

※参加資格などの詳細はホームページをごらんください 
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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 
 

■観戦券 

 大人 
（高校生以上） 

子ども 
（3歳～中学生） 

ファミリー 

前売 ３，２００円 ５００円 ７,4００円 

当日 ４，０００円 ５００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） 子ども（中学生以下） 

３，０００円 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 

 
４輪 ２輪 

スーパースピードウェイ

コースサイド（４輪） 

前売 １，０００円 ５００円 ３，０００円 

当日 ２，０００円 １，０００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。 

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) １７，０００円 

中学生 １１，９００円 

子ども（3歳～小学生） ８，５００円 

［税込］

チケット好評販売中！ 

※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。 
※上記は1室2名様以上でご利用の場合のお1人様料金です。 

[価格はすべて税込]

レーシングマシンをもっと間近でみたい！ 

マシンやキャンペーンギャルを撮影したい！ 

お昼のインターバルに実施するピットウォーク

にぜひご参加ください。 
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■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 
（高校生以上） 

同乗者・大人 
（高校生以上） 

同乗者・子ども 
（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ご確認ください。 
 

■快適観戦パック＜限定100名様＞ 

大人 
（高校生以上） 

子ども 
（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 11月27日(金)16:30まで 

営業時間：平日 9：30～16：30 土日祝 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 

11月22日(日)17:00まで 

営業時間：平日 9：30～16：30 土日祝 9：30～17：00

■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 
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 0285-64-0080 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[価格はすべて税込]


