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インパル復活！！ＪＰ・デ・オリベイラが第２戦で２年ぶりの優勝！ 

ナカジマとの２強対決再び！ 
 

5月にツインリンクもてぎで行われたシリーズ第2戦決勝、スタンド

は大きな歓声に包まれた。今年チーム・インパルに移籍したＪＰ・デ・

オリベイラが2008年以来２年ぶりの優勝を飾ったのだ。これは同時に

チーム・インパルにとっても2008年以来の優勝だった。 

星野一義監督率いるチーム・インパルは2003年から2008年まで6年

連続チームチャンピオンを獲得。その間5回のドライバーズタイトルも

獲得している最強チーム。だが昨年は中嶋悟監督率いるナカジマ

レーシングが圧勝。8戦中6勝を記録しチーム、ドライバー（L・デュバル）

のWタイトルを獲得。逆にチーム・インパルは1勝もできなかった。 

だが今年はその状況が大き

く違ってきた。開幕戦鈴鹿でナカジマの小暮卓史が予選

PP(ポール・ポジション)から優勝を飾れば、今度はインパルの

オリベイラがPPから独走。まさに「2強」が、がっぷりと四つ

に組んだ戦いとなっているのだ。 

ツインリンクもてぎはもともとナカジマが得意とするコース

だが、第2戦を見る限りアドバンテージはないと言っていい

だろう。当然ライバルたちも優勝を狙って臨んでくるが、まずは2強！中嶋悟監督、

星野一義監督の采配に注目したい。 
 

 

驚異のルーキー山本尚貴が、２年目の精鋭塚越広大が、 

地元パワーで一気の優勝を狙う 
 

ツインリンクもてぎを最も得意とするのがナカジマの小暮卓史。地元

群馬県出身の小暮にとっては負けることのできないホームコースなのだ。

だが今回小暮よりも注目したいのがチームメイトの山本尚貴とHFDPの

塚越広大だ。ともに栃木県出身でツインリンクもてぎはまさにホームコース。

常に好成績を残しているからだ。 

中でも山本はルーキーながら今季開幕戦でいきなり初ポイントを獲得

する7位。大声援を受けて臨んだ第2戦はなんと5位フィニッシュ。地元凱旋

レースを2戦連続のポイントゲットで締めくくったのだ。今シーズン2度目

のツインリンクもてぎ戦、周囲の期待も高まってくる。表彰台は当然、一気の優勝争いもありそうな勢いだ。 

塚越はルーキーイヤーの昨年、このツインリンクもてぎ初レースの第3戦で4位フィニッシュを飾ると、今年の第2戦

では初表彰台の2位フィニッシュ。今回は山本同様優勝が期待されている。ルーキー山本、2年目の塚越。そしてタイ

トルを狙う小暮。地元3人衆の熱いトップ争いもありそうだ。 

2010/7/8 配信

第４戦 ツインリンクもてぎ 
ツインリンクもてぎ ロードコース １周 4,801km ８/７ SAT. ・ ８ SUN. 

予選 決勝 

２０１０年 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン

第2戦もてぎで優勝したチーム・

インパルのオリベイラ 

中嶋監督率いるナカジマレーシングの

小暮卓史 

山本尚貴 塚越広大 
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Ａ・ロッテラー、Ｌ・デュバル。２人のもてぎマイスターが２強の戦いに挑む！ 
 

昨年ナカジマレーシングで初のドライバーズチャンピオンを獲得した

L・デュバル。今年はダンディライアン・レーシングに移籍したが、もてぎ

での強さは健在で。今季第2戦では4位を記録した。その第戦で3位と

なったのが、もうひとりのもてぎマイスターA・ロッテラー（トムス）。これま

でツインリンクもてぎで通算3勝を記録しており、当然今回も優勝だけを

狙ってくるはず。小暮、オリベイラ、さらには塚越、山本を加えたマイス

ター争いは、ツインリンクもてぎ史上最も激しいものとなりそうだ。 

 

 

 

 

Ｆ３国本雄資、ＦＣＪ中山雄一が連勝記録を更新するか！？ 

ライバルがこれを阻止するか、サポートレースも大注目！ 
 

フォーミュラ・ニッポンと同時にサポートレース、トップフォーミュラへの登竜門、

全日本F3選手権の第9戦、第10戦。若き精鋭たちが結集するFCJ（フォーミュラ

チャレンジ・ジャパン）第7戦、第8戦も行われる。F3はトムスの国本雄資が開幕戦

から負けなしの6連勝を記録。その内5回が予選PPからの圧勝。また昨年までの

シャーシにワンメイクエンジンを搭載して争われるNクラスも同様で小林崇が開幕

から6戦5勝と他を圧倒している。 

一方FCJも状況は同じ、中山雄一が負け知らずの開幕

4連勝を達成だ。F3とともに誰が連勝を止めるかが最大の

見どころとなってきた。最も期待が高まるのが2位、3位各

2回を記録して中山を追う松井孝允だが、ここはツインリンク

もてぎ、茨城県出身の野尻智紀にも期待がかかる。一昨年

SRS-F（鈴鹿サーキットレーシングスクール フォーミュラ）を

卒業し、スカラシップを獲得。昨年からFCJに参戦している

精鋭だけに、地元パワーが背中を押せば、連勝阻止も期待

できそうだ。 

 

 

 

 

 

 

 
●大会名称：2010年 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第4戦 ツインリンクもてぎ 

●同日開催：・2010年アチーブメント全日本フォーミュラ3選手権 第9戦・第10戦 

・2010年フォーミュラチャレンジ・ジャパン(FCJ) 第7戦＆第8戦 

・ホンダ エキサイティングカップ ワンメイクレース 2010～シビック・シリーズ～シビックチャレンジカップレース 

(インターシリーズ第5戦／東日本シリーズ第3戦／西日本シリーズ第4戦) 

・JAF地方選手権スーパーFJもてぎシリーズ第3戦 

●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：国際自動車連盟(FIA) ／ 社団法人日本自動車連盟(JAF) 

●認  定：日本レースプロモーション ／ 日本フォーミュラスリー協会(NFⅢA) ／ 

ホンダワンメイクレースアソシエーション(H.O.A) 

A・ロッテラー L・デュバル 

全日本F3 

FCJ 
FCJ、地元茨城県の

野尻智紀 
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チームサポーターズシート 
 

 

 

 

 

 

★★チームサポーターズシートは特典がいっぱい！★★ 
【特典１】 あなたのシートにドライバーがやってくる！ 

ドライバーがサポーターズシートへご挨拶に伺います！決勝レース 

直前にドライバーの生の声を聞こう！  

【特典２】 優勝したら祝勝会に参加できる！ 
ご購入の応援チームが優勝した場合は、祝勝会にご参加いただけます。 

【特典３】 決勝レース直後のコースに入場できる！ 
余韻も醒めやらぬ熱いレースの雰囲気を間近に体感できるエリアにご入場いただけます。 

【特典４】 優勝したら表彰式プレゼンターになれる！ 
ご購入の応援チームが優勝した場合は、抽選で1名様が表彰式プレゼンターとしてご参加いただけます。 

※当日の抽選となります。 

【特典５】 特典拡大！ 1位～3位までのチームサポーターは、ポディウム下の専用エリアに入場できる！ 
ご購入の応援チームが1位～3位入賞を果たした場合は、表彰式でポディウム下の専用エリアまで入場することが

できます。 

【特典６】 オリジナルグッズプレゼント！ 
さらにチームによってはチームグッズが付く場合もございます。 

【特典７】 NEW !! 優勝ドライバーのチームサポーターの中から抽選で記者会見が見学できる！ 
ご購入の応援チームが優勝した場合は、抽選で5名様が決勝レース終了後の記者会見を見学することができます。 

【特典８】 NEW !! 各チームサポーターズシート購入者の中から抽選でミニピットツアーに参加できる！ 
各チームサポーターズシート購入者の中から、抽選で各5名様はミニピットツアーに参加いただけます。 

参加予定チーム 
DOCOMO TEAM DANDELION RACING、Team LeMans、HFDP RACING、MOTUL TEAM 無限、KCMG、 

TEAM IMPUL、DELIZIEFOLLIE/CERUMO・INGING、NAKAJIMA RACING、PETRONAS TEAM TOM'S 

大人 (高校生以上） 子ども (３歳～中学生） 当日指定席券 
（３歳以上共通・別途観戦券必要） ２日通し観戦券、Ａ席座席指定券付き 

６，０００円 １，５００円 １，０００円 
※指定席は決勝日のみ有効 

※前売券で完売の場合、当日指定席券の販売はございません。 

過去の祝勝会の様子 

応援するチームが優勝すると、祝勝会にも参加できてしまう、驚きのチケット！

チームサポーターズシートでお気に入りのチームを応援しよう！!

［価格はすべて税込］

魅力的な観戦プランをご用意いたしました！ 
～コースに隣接するホテルツインリンクに宿泊で、ゆっくりレース観戦～ 
 

フォーミュラ・ニッポン観戦券付アフター宿泊プラン 

フォーミュラ・ニッポン観戦券＆ピットウォーク券付アフター宿泊プラン 
 

フォーミュラ・ニッポン観戦券付 
アフター宿泊プラン 

宿泊日 
８月８日（日） 

大人(高校生以上) 16,000円

中学生 11,200円

子ども（3歳～小学生） 8,000円

※1室2名様以上でご利用の場合のお一人様料金となります。 

※コース側のお部屋をご希望の場合はコースビュー料金として、大人：1,000円、中学生：700円、子ども：500円 割増となります。

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

［価格はすべて税込］

フォーミュラ・ニッポン観戦券＆ピットウォーク券付 
アフター宿泊プラン 

宿泊日 
８月８日（日） 

大人(高校生以上) 17,000円

中学生 11,200円

子ども（3歳～小学生） 8,000円

「観戦券＋公式プログラム」付き
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フォーミュラ・ニッポン第４戦イベント情報！ 

「見て」 「遊んで」 「体感できる」 

「Ｅｎｊｏｙ Ｈｏｎｄａ ＭＯＴＥＧＩ ２０１０」 同日開催！ 
フォーミュラ・ニッポン第4戦が開催される8月6日(土)、7日(日)は、ツインリンクもてぎ会場内でEnjoy Honda 

MOTEGI 2010を同日開催！「見て」 「遊んで」 「体感できる」イベントが盛りだくさんだ！ 夏休みはツインリンクも

てぎへHondaと自然に会いに行こう！ 
 

※詳細は、イベントホームページ(http://www.honda.co.jp/enjoyhonda/motegi2010/)をご覧ください。 

この夏、ツインリンクもてぎは、森とモビリティの冒険フィールドになる！

「夏休み冒険家族」 開催期間：７月１７日(土)～８月２２日(日)
 

■『夏休み 冒険家族』ウォークラリー 
家族で協力しながら、里山で冒険をしたり、のりものに乗って高得点をゲットしたり、さまざまな

“チャレンジ”を乗り越えて、それぞれの冒険カードを手にいれよう！誰がこの夏一番の“冒険家族

“になれるかな？ 
 

■里山冒険王 in ハローウッズ～この夏いろんな生きものとふれあおう～ 
木登りをしたり、穴の中をのぞき込んだり、家族で協力をしながら、クイズを解くヒントを手に入れよ

う！さらにハローウッズから出される様々な“ミッション”に君は何問答えられるかな？参加した後

は、里山冒険王の感想文・絵を応募してみよう！優秀作品に選ばれると、賞品がもらえるぞ！ 
 

■ムシムシBINGO 
昆虫を見つけてBINGOを完成させよう！見つけるのが難しい昆虫から簡単な昆虫まで、 

自分のペースにあわせて探してみよう！ 
 

■夏休み！モビパーク de チャレンジ！ 
モビパークの、のりものに乗って、家族で協力しながら高得点をたたき出そう！夏休み限

定スペシャルライセンスカードがゲットできるぞ！ 
 

■ASIMOと遊ぼう～夏休みスペシャル～ 
ASIMOと一緒にクイズや体操をして楽しもう！Hondaが開発した次世代モビリティ「U3-X」も登場

するよ！！ 
 

★その他にも、各施設にてご家族でお楽しみいただけるイベントをご用意しております。 

※写真はイメージです 

モータースポーツワークショップ 

データロガーが教えてくれること～FCJのデータロガーを読む～ 
日本の3メーカーが取り組む若手育成プログラムFCJの中で取り入れられているデータロ

ガーシステムから何を学ぶべきか何がわかるかを題材として、FCJアドバイザーの畑川治

氏にお話いただきます。  

■日時：8月7日（土）17：15頃  

■場所：Honda Collection Hall オリエンテーション室  

■講師：FCJアドバイザー 畑川治氏  

■講師プロフィール：1947年9月2日生まれ／京都府出身。FL500のチャンピオンを獲得後、

当時の国内最高峰クラスであるFJ1300クラスにステップアップ。その後英国F3選手権に

シリーズ参戦し、引退。現在は後継者育成に力を注ぐ。 畑川治氏 
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チケット好評発売中！ 
 
 

■前売観戦券（２日通し券） 

大人 
(高校生以上） 

子ども 
(３歳～中学生） 

ファミリー 
（大人２名＋子ども２名＋駐車券１台分）

５，０００円 ５００円 １１，０００円 
 

※前売観戦券・駐車券の販売期間は8月6日(金)までとなります。 

※お電話による通信販売およびMOBILITY STATIONは5月16日（日）までの販売です。 
 

■学割（２日通し券） 

高校生以上の学生に学割チケットをご用意いたしました！ 

学割（大人料金の50％割引） 

２，５００円 
 

※中学生以下の学生は子ども券にて観戦いただけます。 

※レース当日、入場ゲートにて学生証をご提示の上、ご入場ください。学生証をお忘れの際は2,500円の追加料金が発生 

しますのでご注意ください。 
 

■グループ割（２日通し券） 

みんなで観戦するとお得なグループ割をご用意いたしました！ 

グループ割３（大人3名・10%割引） グループ割４（大人4名･15%割引） 

１３，５００円 １７，０００円 
 

 

■前売駐車券（２日通し券） 

４輪・バス ２輪 コースサイド（4輪） 

１，０００円 ５００円 ３，０００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。 

※前売駐車券の販売期間は5月21日(金)までとなります。 
 

 

 

 

 

■当日観戦券 

 
大人 

(高校生以上） 
子ども（2日通し券） 

(３歳～中学生） 

８月７日（土）予選日 ３，０００円 
５００円 

８月８日（日）決勝日 ６，０００円 
 

 

■当日駐車券 

 ４輪・バス ２輪 コースサイド（4輪・2日通し券）

８月７日（土）予選日 ２，０００円 ５００円 
４，０００円 

８月８日（日）決勝日 ２，０００円 １，０００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。また、翌日の入場の際の入場待機場所は 

Ｐ２となります。 

お得な前売りチケット 

［価格はすべて税込］

当日チケット 
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■パドックパス（２日通し券） ※別途観戦券が必要です 

大人（高校生以上） 子ども（3歳～中学生） 

５，０００円 ２，５００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MOBILITY STATION、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。 

※安全なレース運営のため、ピットボックス上部へは終日レース関係者以外の立入をお断りさせていただいております。 

あらかじめご了承ください。 
 

■ピットウォーク ※別途観戦券が必要です 

 大人（高校生以上） 中学生以下 

８月７日（土）予選日 １，０００円 
無料 

８月８日（日）決勝日 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MOBILITY STATION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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

チケットのお求めは 券種によってお取り扱いのない窓口もございます

■ツインリンクもてぎチケットセンター 窓口販売 8月6日(金)17:30まで 

（営業時間：7月16日（金）まで 平日9：30～17：00 土日祝9：30～17：30、7月17日（土）～8月 平日9：30～17：30 土日祝9：30～18：00）

■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1日(日)18:00まで 

（営業時間：7月16日（金）まで 平日9：30～17：00 土日祝9：30～17：30、7月17日（土）～8月 平日9：30～17：30 土日祝9：30～18：00）

■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 

8月1日(日)24：00まで 

（24時間受付） 

 

８月６日(金)まで販売 
 

●チケットぴあ ●ローソンチケット ●e+ ●CNプレイガイド ●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 ●三菱UFJニコスチケットサービス（三菱UFJニコス カード会員専用） 
●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（一部店舗を除く） 
※上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。 

 

■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 

 

鈴 鹿 、もてぎのチケット・グッズが同 時 に買 えるオンラインショップ  

詳 しくは http://mls.mobi l i ty land.co. jp/にアクセス！ 

［価格はすべて税込］

マシン・ドライバーを間近で見よう！ 


