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2014年3月14日
株式会社モビリティランド

ツインリンクもてぎ

２０１４ ＭＦＪ全日本ロードレース選手権シリーズ 第３戦 スーパーバイクレースｉｎもてぎ
開催概要およびチケット発売のご案内

株式会社モビリティランドは、ツインリンクもてぎ（栃木県茂木町）にて、２０１４年５月２４日（土）・２５日（日）に、
「２０１４ ＭＦＪ全日本ロードレース選手権シリーズ 第３戦 スーパーバイクレースｉｎもてぎ」を開催いたします。

国内外の最新リッタースポーツで争われる最高峰クラスのJSB1000、市販のミドルスーパースポーツバイク
に近く、改造可能範囲も限られているST600、世界グランプリのMoto2、Moto3クラスに通ずるJ-GP2、J-GP3の
全4クラス、またツインリンクもてぎでは初開催となる、「もてぎロードレース選手権第2戦MFJレディースロード
レースQueen & Princess Trophy」が同日開催されます。

なお、前売りチケットは、２０１４年３月２２日（土）から発売します。

開催概要
■大会名称： 2014 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ 第3戦 スーパーバイクレースinもてぎ
■開催日： 2014年5月24日（土）・25日（日）
■開催クラス： JSB1000、ST600、J-GP2、J-GP3（2レース）
■併催： 2014 もてぎロードレース選手権第2戦 MFJレディースロードレースQueen & Princess Trophy
■主 催： 株式会社モビリティランド/一般財団法人 日本モーターサイクルスポーツ協会（MFJ）
■協 力： エムオースポーツクラブ(M.O.S.C.) 
■公 認： 一般財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会（MFJ）
■後 援： 茂木町/FM NACK5
■決勝レーススタート時間（予定）：

5月24日（土） J-GP3クラス (Race1) 15:10～頃
5月25日（日） J-GP3クラス (Race2) 10:40～

ST600クラス 12:45～
J-GP2クラス 14:00～
JSB1000クラス 15:15～
Queen & Princess Trophyクラス（もてぎロードレース選手権） 16:25～

※スタート時間は、進行上の都合により、変更となる場合がございます。

2013 全日本ロードレース選手権第1戦 JSB1000クラス スタートシーン
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国内のサーキットを転戦して日本最速を競う全日本ロードレース国内のサーキットを転戦して日本最速を競う全日本ロードレース国内のサーキットを転戦して日本最速を競う全日本ロードレース国内のサーキットを転戦して日本最速を競う全日本ロードレース

一般財団法人 日本モーターサイクルスポーツ協会（MFJ）設立の翌年、1962年に初めて開催された全日本
ロードレース。現在は、最高峰のJSB1000クラスを筆頭に、ST600クラス、J-GP2クラス、J-GP3クラスの4カテゴ
リーが設定され、ツインリンクもてぎ（栃木県）、鈴鹿サーキット（三重県）、スポーツランドSUGO（宮城県）、岡
山国際サーキット（岡山県）、オートポリス（大分県）でレースが開催されています。

国内最高峰の国内最高峰の国内最高峰の国内最高峰のJSB1000JSB1000JSB1000JSB1000クラスクラスクラスクラス

JSB1000クラスは、主にHonda（CBR1000RR）、Kawasaki（ZX-10R）、Suzuki（GSX-R1000）、Yamaha（YZF-
R1）の国内4メーカーの最新4ストローク1000ccスポーツモデルが登場するクラスです。

マシンは、市販状態に極めて近いもので、さらに改造費の高騰を避ける目的から、各大会で6位以内に
入ったマシンは、当該レース参加者から希望があれば、決められた部品に関して販売しなければならないとい
う買い取り制度が導入されています。 また、Ducati、BMW、KTMなどの外車も登場するなど、マシンのバリ
エーションが豊富なクラスでもあります。

昨年、JSB1000クラスで2年連続4度目のチャンピオンを獲得したヤマハYSPレーシングチームの中須賀克行
選手、MuSASHi RTハルクプロ（Honda）の高橋巧選手、創設60周年のヨシムラスズキシェルアドバンス
（Suzuki）の津田拓也選手、また、今年の鈴鹿8時間耐久ロードレースにTEAM GREENとしては22年ぶり、
Kawasaki直系チームとしては13年ぶりに参戦する柳川明選手や、スーパーバイク世界選手権を戦った経験を
持つTeam KAGAYAMA（Suzuki）加賀山就臣選手など、毎レースでレベルの高いレースが繰り広げられます。

なお、日本国内におけるスポーツの普及、振興を目的として全国規模で行われている競技に贈られる文部
科学大臣杯が2002年からJSB1000クラスに設置され年間チャンピオンを獲得したライダーに授与されています。

市販ミドルスポーツバイクの市販ミドルスポーツバイクの市販ミドルスポーツバイクの市販ミドルスポーツバイクのST600ST600ST600ST600クラスクラスクラスクラス

昨年、栃木県出身の渡辺一馬選手（Honda）がチャンピオンを獲得したST600クラスには、市販状態に
近い4ストローク600ccエンジン搭載のスポーツバイクが登場します。

マシンは、Honda（CBR600RR）、Kawasaki（ZX-6R）、Suzuki（GSX-R600）、Yamaha（YZF-R6）の国内4メー
カーが中心で、このクラスの大きな特徴となるのが、交通法規に適合し、公認を受けた一般市販タイヤを
使用するということです。同時に、タイヤの使用本数制限があり、予選、ウォーミングアップラップ、決勝
レースを通じて3セット（予選が1回の場合は2セット。ウエットタイヤは別）となっています。また、JSB1000
クラスと同様に、マシンの改造費高騰を抑えるために、車両と部品の買い取り制度が設定されています。

マシン性能がほぼ等しいことから、勝つためにはライダーのテクニックが重要となります。また、ST600クラス
には、タイ人のチャランポー・ポラマイ選手が出場していることから、タイから多くの取材陣が訪れています。

（左）2013 全日本ロードレース選手権第1戦 JSB1000クラス 中須賀選手と柳川選手の走り
（右）ST600クラスの混戦模様
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世界へ、そして国内ではステップアップクラスとして重要な世界へ、そして国内ではステップアップクラスとして重要な世界へ、そして国内ではステップアップクラスとして重要な世界へ、そして国内ではステップアップクラスとして重要なJJJJ----GP2GP2GP2GP2クラスクラスクラスクラス

2010年に新設されたクラスで、ST600をさらに改造したマシンと、世界選手権のMoto2クラスに準じたオリジナ
ルフレームを使用したマシンとに大別されます。なお、オリジナルフレームを使用した場合、独自のネーミング
を用いることが可能で、こうした理由から、エントリーリストのマシン名には、聞き慣れないネーミングのマシン
が多数存在します。

Moto2クラスへの登竜門的な存在のJ-GP2クラスですが、昨年のランキング6位の長島哲太選手が、今年か
らMoto2クラスにフル参戦を開始することになりました。一方で、2012年のJ-GP2チャンピオン渡辺一樹選手、
2013年J-GP2チャンピオン野左根航汰選手らがそれぞれJSB1000に参戦。国内ではステップアップクラスとし
てのポジションを担っています。

また、昨年のST600チャンピオン渡辺一馬選手が、Moto2クラスで高い性能を誇るKALEX（カレックス）を使用
し、今年からJ-GP2クラスに参戦します。さらに、2012年のST600チャンピオン、デチャ・クライサー選手（タイ）も
昨年に引き続きエントリー。そして関口太郎選手、小山知良選手、全日本ロードレースに10年ぶりに復活する
名門モリワキの高橋裕紀選手といった世界選手権シリーズ参戦経験者をはじめ、過去にKawasakiとHondaの
ワークスライダーを務めた井筒仁康選手といった経験豊富なライダーが登場します。

若手育成プログラムが設置される最小排気量の若手育成プログラムが設置される最小排気量の若手育成プログラムが設置される最小排気量の若手育成プログラムが設置される最小排気量のJJJJ----GP3GP3GP3GP3クラスクラスクラスクラス
本大会では、本大会では、本大会では、本大会では、24242424日（土）・日（土）・日（土）・日（土）・25252525日（日）にそれぞれ決勝レースを開催日（日）にそれぞれ決勝レースを開催日（日）にそれぞれ決勝レースを開催日（日）にそれぞれ決勝レースを開催

昨年は、栃木県出身の山田誓己選手が全7戦中6戦で表彰台（優勝はツインリンクもてぎを含めて4回）を獲
得し、チャンピオンに輝いたJ-GP3クラス。4ストローク単気筒250ccエンジンのマシンが用いられ、Hondaの
NSF250Rが圧倒的なシェアを誇ります。同時に、このHonda NSF250Rは、世界選手権のMoto3クラスでも使用
されているマシンであることから、Moto3へ直結したクラスであるとも言えます。

小排気量そしてマシン性能の差がほとんどなく、毎レースで大混戦となることから、多くのライダーに優勝の
チャンス、そしてチャンピオンの可能性が秘められています。2013年チャンピオンの山田誓己選手をはじめ、
2010年のJ-GP3チャンピオンで、2012年にはアジアドリームカップチャンピオンとなった大久保光選手、世界選
手権シリーズ参戦経験のある徳留真紀選手、菊池寛幸選手、宇井陽一選手といったベテランライダーも参戦
しており、手に汗握る攻防戦が見どころのひとつとなっています。また、本大会では、24日（土）・25日（日）にそ
れぞれ決勝レースが開催されます。

なお、このクラスには、MFJが若手ライダー育成の施策として、12歳から17歳までの選手を対象にYouth Cup
を展開しています。独自のJ-GP3 Youth Cupランキングを設定して、特典や奨励賞を準備し、若手ライダーの
育成に努めています。

女性が主役の新レース「女性が主役の新レース「女性が主役の新レース「女性が主役の新レース「MFJMFJMFJMFJレディースロードレースレディースロードレースレディースロードレースレディースロードレースQueenQueenQueenQueen & Princess Trophy& Princess Trophy& Princess Trophy& Princess Trophy」を初開催」を初開催」を初開催」を初開催

ツインリンクもてぎでは、2014年より女性が主役の新レース
「MFJレディースロードレース Queen & Princess Trophy」を
全3戦開催いたします。使用車両の排気量・気筒数並びに
参加者の年齢により、6のクラスに分けられ、元世界選手権
チャンピオンの坂田和人氏を筆頭に、豪華な講師による
レース前の講習などを実施し、はじめての方にも安心して
参加いただけるレースとなります。

栃木県出身で、昨年ST600チャンピオンを獲得し、
今シーズンはJ-GP2クラスに参戦する渡辺一馬選手
（写真左）と、同じく栃木県出身で、J-GP3クラス連覇を
目指す山田誓己選手（写真右）

※イメージ
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主なイベント情報

全日本ロードレース限定！全日本ロードレース限定！全日本ロードレース限定！全日本ロードレース限定！ 特別激感エリア特別激感エリア特別激感エリア特別激感エリア
全日本ロードレース限定！大迫力の激感エリアが今年も登場します。初めての方もそうでない方も楽しめる、大迫力の観戦エリアを

お楽しみください。

■場所：ヘアピンコーナー奥 観戦エリア

■料金：無料 ※25日（日）激感エリアへの入場は観戦券が必要となります。

週刊バイクＴＶ杯週刊バイクＴＶ杯週刊バイクＴＶ杯週刊バイクＴＶ杯 勝手にツーリングアワード２０１４勝手にツーリングアワード２０１４勝手にツーリングアワード２０１４勝手にツーリングアワード２０１４
毎年恒例、週刊バイクＴＶコラボ企画「勝手にツーリングアワード」を今年も開催します。ツーリングでもてぎを楽しもう！をコンセプトに

バイクでご来場のお客様で受付頂いた方を対象に、勝手にいろいろな賞典を選定いたします。バイクでご来場の方は是非ご参加くださ

い。

■日時： 5月24日（土）・25日（日）

■料金： 無料

家族みんなでコースウォーク家族みんなでコースウォーク家族みんなでコースウォーク家族みんなでコースウォーク
コースに刻まれたタイヤ痕などをご自分の足で歩きながら間近に感じていただける、「コースウォーク」を５月24日（土）の全走行スケ

ジュール終了後に実施します。どなたでもお気軽にご参加ください。
■場所： ロードコース
■日時： 5月24日（土）全走行スケジュール終了後
■料金： 無料

コチラレーシングのキッズピットウォークコチラレーシングのキッズピットウォークコチラレーシングのキッズピットウォークコチラレーシングのキッズピットウォーク
中学生以下のお子さまを連れたファミリー限定のピットウォークを開催します。全日本ロードレースに参加するチームが、お子さまに向

けてファンサービスを実施しますので、是非ご参加ください。 小学生以下のお子さま限定でチームのスペアマシンに乗車できるサービスも
予定しております。

■場所： ピットレーン
■日時： 5月24日（土）
■料金： 無料 ※同伴される大人の方は、無料でご参加いただけます。
※中学生以下のお子さまを連れた方のみ、ご参加いただけます。大人の方のみの参加はできません。

コチラレーシングのキッズグリッドウォークコチラレーシングのキッズグリッドウォークコチラレーシングのキッズグリッドウォークコチラレーシングのキッズグリッドウォーク
スタート前の緊張感溢れるグリッドに、お子さまとその保護者様限定100組ずつご招待します。レース前のライダーとマシン達の姿を間

近で見れるチャンスです。
■参加資格： 3歳～15歳までのお子さまとその保護者様 ※お子さま1名につき1名の保護者の付き添いが必要となります。
■募集人数： 各クラス先着100組
■場所： ロードコーススターティンググリッド
■日時： 5月24日（土）J-GP3クラス、5月25日（日）J-GP2クラス、JSB1000クラス 各決勝レーススタート前
■料金： 無料 ※保護者の方は全日本ロードレースの前売または当日観戦券が必要となります。

グリッドキッズ大募集グリッドキッズ大募集グリッドキッズ大募集グリッドキッズ大募集
JSB1000クラス、決勝スタート前のグリッドに並ぶ子供たちを大募集します。
■募集要件： 3歳～15歳までのお子さま 20組（予定） ※保護者同伴が必須となります。
■募集場所： グランドスタンドプラザ特設ステージ横受付 （当日先着順での受付となります）
■場所： ロードコーススターティンググリッド
■日時： 5月25日（日）JSB1000クラス決勝レーススタート前
■料金： 無料

フィナーレパレードフィナーレパレードフィナーレパレードフィナーレパレード
毎年恒例、決勝レース終了後の興奮冷めやらぬレーシングコースを、自分のバイクで走るフィナーレパレードを今年も開催します。

バイクでご来場の際には、是非ご参加ください。
■場所： ロードコース
■日時： 5月25日（日）
■料金： 無料
■参加資格： 50cc以上のバイクでご来場の方 ※違法改造車の参加はお断りさせていただきます。
※先導車に続いてのバイクパレード走行となります。危険な走行などはご遠慮ください。



-5/7-

チケット情報

■前売観戦券（2日通し券）

無料無料無料無料

子ども（中学生まで）学割（高校生以上の学生）大人（高校生以上）

１１１１,,,,６０６０６０６００円０円０円０円
（１（１（１（１,,,,６５０円）６５０円）６５０円）６５０円）

３３３３,,,,２０２０２０２００円０円０円０円
（３（３（３（３,,,,３００円）３００円）３００円）３００円）

※お子さまの観戦は、観戦券をお持ちの
大人の方の同伴が必要となります。

※学割は引換券です。引換の際に学生証の
提示が必要です。学生証をお忘れの場合、
追加料金1,600（1,650）円が必要となります。

※※※※各料金の（各料金の（各料金の（各料金の（ ）内は、）内は、）内は、）内は、
２０１４年４月１日以降の料金です２０１４年４月１日以降の料金です２０１４年４月１日以降の料金です２０１４年４月１日以降の料金です

●子ども観戦料金無料！

● 5月24日（土）は通常の入場料金・駐車料金で観戦いただけます。

【入場料金】 ●大人（高校生以上）1,000円 ●子ども（中学生まで）無料

【駐車料金】 ●4輪 1,000円 ●2輪 500円 ●バス（大型・中型・マイクロ）1,500円

※満喫セット券、パドックパス、ピットウォーク、VIPスイートのご利用につきましては、別途料金が必要です。あらかじめご了承ください。

価格は全て税込です

らくらく

スーパー

スピードウェイ

３～４ターン

[５０台限定]

らくらくＳ１

[２０台限定]

無料無料無料無料

２輪

３３３３,,,,０００００００００円０円０円０円
（３（３（３（３,,,,１００円）１００円）１００円）１００円）

４輪

らくらくＮ１

[２０台限定]
南・東エリア北エリア

１１１１,,,,５０５０５０５００円０円０円０円
（１（１（１（１,,,,５００円）５００円）５００円）５００円）

■前売駐車券（２日通し券）

※別途観戦券が必要です。
※2.5m×5.0mエリア区画内であれば大型車、キャンピングカーも駐車していただけます。
※ 2.5m×5.0mを超える車両は2台分の料金となります。
※ 北エリア駐車券、N1、スーパースピードウェイ駐車券をお持ちのお客様は北ゲートより、

南・東エリア駐車券、S１駐車券をお持ちの方は南ゲートよりご入場ください。
※ 2輪の方は南ゲートからご入場ください。

３３３３,,,,０００００００００円０円０円０円 （３（３（３（３,,,,１００円）１００円）１００円）１００円）

４輪・１３０Ｒ～ヘアピン コースサイド

■コースサイドキャンプステイ駐車券（２日通し券）

※E・F・G・H 区画が選択できます。区画内の場所は選択できません。
※別途観戦券が必要です。
※北ゲートよりご入場ください。
※テントなどを設置していただくご利用スペースは駐車区画1台分ほどとなります。
※ご自身のテントでのご宿泊や車中泊が可能です。
※直火はご遠慮ください。
※お一人様1台分の限定販売とさせていただきます。
※エリア内におけるペットの持込はお断りさせていただきます。
※観戦ゲートオープン前のお席の確保はお断りさせていただきます。
※21時以降はエンジンストップのご協力をお願いいたします。
※2輪でもご利用いただけます。
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チケット情報
※※※※各料金の（各料金の（各料金の（各料金の（ ）内は、）内は、）内は、）内は、
２０１４年４月１日以降の料金です２０１４年４月１日以降の料金です２０１４年４月１日以降の料金です２０１４年４月１日以降の料金です

価格は全て税込です

５５５５,,,,０００００００００円０円０円０円 （５（５（５（５,,,,２００円）２００円）２００円）２００円）

満喫セット券（2日通し券・大人券のみ）

■スペシャルチケット （観戦券と各種オプションのセット券）

●内容
・観戦券 ・テラス入場 ・ピットウォークパス ・パドックパス

１１１１,,,,５０５０５０５００円０円０円０円 （１（１（１（１,,,,６００円）６００円）６００円）６００円）

グリッドウォーク券
Ｓ１駐車券

[限定３０台]

スーパースピードウェイ

３～４ターン駐車券

[限定２５０台]

スーパースピードウェイ

ストレート駐車券

[限定１６０台]

１１１１,,,,５０５０５０５００円０円０円０円 （１（１（１（１,,,,５００円）５００円）５００円）５００円）

満喫セット券オプション

※満喫セット券オプションの購入には、別途満喫セット券が必要です。
※駐車場ごとに、限定台数、入退場ゲートが異なります。
※2輪で来場される場合は、第2パドック駐車場をご使用いただけます。

■オプションチケット

３３３３,,,,０００００００００円０円０円０円 （３（３（３（３,,,,１００円）１００円）１００円）１００円）

パドックパス【ピットウォーク付き】（２日通し券・大人券のみ） ※子ども（中学生まで）は無料

※前売にて完売の場合は、当日券の販売はございません。あらかじめご了承ください。
※大人の方は別途観戦券・入場券【5月24日（土）】が必要です。
※お子さまはパドックパスをお持ちの大人の方のご同伴が必要です。

１１１１,,,,０００００００００円０円０円０円 （１（１（１（１,,,,１００円）１００円）１００円）１００円）

５月２５日（日）５月２４日（土）

１１１１,,,,０００００００００円０円０円０円 （１（１（１（１,,,,１００円）１００円）１００円）１００円）

ピットウォークパス（大人券のみ） ※子ども（中学生まで）は無料

※前売にて完売の場合は、当日券の販売はございません。あらかじめご了承ください。
※大人の方は別途観戦券・入場券【5月24日（土）】が必要です。
※お子さまはパドックパスもしくはピットウォークパスをお持ちの大人の方のご同伴が必要です。

■ＶＩＰスイート

８８８８,,,,０００００００００円０円０円０円 （８（８（８（８,,,,３００円）３００円）３００円）３００円）

子ども（３歳～中学生）大人（高校生以上）

１３１３１３１３,,,,０００００００００円０円０円０円 （１３（１３（１３（１３,,,,４００円）４００円）４００円）４００円）

ＶＩＰスイート（2日通し券）

●特典
・テラス入場特典 ・サービスロードバスツアー
・見晴らしのよいスイートルーム屋上のスポッターズエリア観戦ツアー

●内容
・観戦券 ・VIPスイート入場 ・食事（ブッフェ/25日のみ） ・フリードリンク（25日のみ）
・パドックパス ・ピットウォークパス ・グリッドウォーク （JSB1000クラスのみ） ・N1またはS1駐車場
※N1駐車場の方→北ゲートをご利用ください。 S1駐車場の方→南ゲートをご利用ください。
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チケット情報

■当日券

３月２２日(土)１０：００～５月１８日(日) ２４：００ ２４時間受付 ※
■ＭＯＢＩＬＩＴＹ ＳＴＡＴＩＯＮ （オンラインショップ）

Ｐ Ｃ： http://mls.mobilityland.co.jp
モバイル： http://mls.mobilityland.co.jp/mobile

３月２２日(土)１０：００～５月１８日(日)  １７：３０まで （営業時間内)

３月２２日(土)１０：００～５月２３日(金)  １７：００まで （営業時間内）

■プレイガイド・コンビニエンスストア 販売期間：３月２２日（土）～５月２４日（土）

●ローチケ ●チケットぴあ ●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）

●かましん もぴあ店（栃木県茂木町） ●STEP-１（栃木県茂木町） ●道の駅はが（栃木県芳賀町）

●ローソン ●セブンイレブン ●ファミリーマート ●サークルＫ ●サンクス ●鈴鹿サーキットレースチケットセンター

※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。

■ツインリンクもてぎチケットセンター 電話販売
☎０２８５-６４-００８０

■ツインリンクもてぎチケットセンター 窓口販売

チケットのお求めはチケットのお求めはチケットのお求めは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）

※※※※各料金の（各料金の（各料金の（各料金の（ ）内は、）内は、）内は、）内は、
２０１４年４月１日以降の料金です２０１４年４月１日以降の料金です２０１４年４月１日以降の料金です２０１４年４月１日以降の料金です

価格は全て税込です

※MOBILITY STATIONでの消費税率改定前の料金販売は2014年3月31日（月）23：00で終了となります。消費税率改定後の販売は
2014年4月1日（火）10：00から予定しております。また、他販売窓口につきましても同様に購入ができない時間がある場合がございます。
詳細につきましては各販売窓口にてご確認ください。

無料無料無料無料

子ども（中学生まで）

１１１１,,,,０００円０００円０００円０００円５月２４日（土）

４４４４,,,,２００円２００円２００円２００円５月２５日（日）

大人（高校生以上）

当日観戦券

※５月２４日（土）は入場ゲート（料金所）から入場料金が必要です。
※お子さまのレース観戦は、観戦券をお持ちの大人の方のご同伴が必要です。

４４４４,,,,２００円２００円２００円２００円

（２日間有効）（２日間有効）（２日間有効）（２日間有効）

コースサイド

キャンプステイ

無料無料無料無料

２輪４輪

２２２２,,,,０００円０００円０００円０００円５月２５日（日）

１１１１,,,,０００円０００円０００円０００円５月２４日（土）

当日駐車券

※コースサイドキャンプステイは、前売にて完売の場合、当日販売をいたしません。

３３３３,,,,１０１０１０１００円０円０円０円

パドックパス【ピットウォーク付き】（大人券）

※子ども（中学生まで）は無料

１１１１,,,,１００円１００円１００円１００円

５月２５日（日）５月２４日（土）

１１１１,,,,１００円１００円１００円１００円

ピットウォークパス（大人券のみ）

※子ども（中学生まで）は無料

※前売にて完売の場合は、当日券の販売はございません。

※前売にて完売の場合は、当日券の販売はございません。


