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2014年4月30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
見どころ及びスペシャルチケットのご案内

２０１４年５月２４日（土）・２５日（日）にツインリンクもてぎ（栃木県茂木町）にて開催する「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」の見どころ、及び、ライダー訪問などの特典が付いたメーカー応援スペシャ
ルチケットと、栃木県出身のライダーを応援するスペシャルチケットについてご案内いたします。

今大会では、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クラスのレースが開
催されます。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」も併催いたします。

JSB1000クラス 中須賀克行と高橋巧が同ポイントで第3戦ツインリンクもてぎへ

国内最高峰のJSB1000クラスは、4月13日（日）
の鈴鹿2&4レースで開幕しました。予選では、昨年
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がトップタイムをマー
クしポールポジションを獲得。中須賀は、決勝レース
前半には秋吉耕佑と、後半には高橋巧と好勝負
を繰り広げ、ポール・トゥ・ウインを果たし、昨年の第
6戦から5連勝となりました。
しかし第2戦オートポリスで、中須賀は事前テスト
とレースウイークの金曜日に転倒して負傷。対する

高橋はレースウイーク初日から好調で、ポールポジションこそ渡辺一樹に譲るものの、決勝レースではおよそ2年ぶりの優勝を手に
しました。

これで、中須賀と高橋が同ポイントの首位で迎える第3戦ツインリンクもてぎ。中須賀にとっては、怪我がどれだけ回復している
かがポイントになります。 2連勝を狙う高橋は、Hondaのホームコースでどのような走りを見せてくれるかが注目です。さらに、鈴鹿
では時速300kmを超えるトップスピードを記録したKawasakiの柳川明と渡辺、創設60周年のヨシムラから出場する津田拓也、
トッププライベーターの山口辰也と加賀山就臣、BMWの酒井大作のベテラン勢に加え、昨年のJ-GP2チャンピオンである野左根
航汰、そして中冨伸一といったJSB1000クラスへの転向組も混じり、激戦が期待できる大会となります。

2014年開幕戦（鈴鹿2＆4レース）のスタートシーン（写真左）と、
開幕戦優勝の中須賀（写真右）

第2戦オートポリスでポールポジションを獲得した渡辺 第2戦オートポリスで2012年以来の優勝を遂げた高橋巧
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J-GP2クラス 海外経験者、チャンピオン経験者など豪華な顔ぶれがそろう

これまで世界グランプリの250ccクラス、MotoGPクラス、Moto2クラスで活躍し
た高橋裕紀が、今年はモリワキレーシングからJ-GP2に参戦。初戦となったオー
トポリスでは、予選でコースレコードを更新するタイムでポールポジションを獲得し
さらに決勝レースではデチャ・クライサーを抑えきって優勝。「マシンは、まだ詰めて
いかなければならない部分がある」としながらも、鮮烈な復帰レースとなりました。

オートポリスの予選では、昨年のST600チャンピオンで今年からJ-GP2に転向
した栃木県出身の渡辺一馬も好調ぶりを見せました。渡辺は、世界グランプリ
のMoto2クラスで多く使用されているマシン、カレックスで参戦。決勝レースでは
転倒、リタイアとなったものの、予選では終了間際までトップタイムをマークしてお
り、ホームコースとなる今大会での走りに期待が持てます。

また、昨年はJ-GP2とST600にダブルエントリーした井筒仁康が、今年は自身のチームを立ち上げてJ-GP2に参戦。さらに藤井
謙汰、亀谷長純が参戦するなど、多様なライダー達がハイレベルな戦いを見せてくれるでしょう。

オートポリスでポールtoウィンを達成したモリワキの高橋裕紀

J-GP3クラス 14歳の鳥羽海渡と山田誓己の戦いに注目

昨年の開幕戦ツインリンクもてぎで全日本初優勝を遂げ、そこからチャンピオン街道を邁進して栄冠を掴んだ山田誓己。今
年も、この栃木県出身の山田がJ-GP3クラスの主役となると思われましたが、開幕戦オートポリスで伏兵が現れました。それが
若干14歳の鳥羽海渡です。鳥羽は、山田と大久保光らとともにトップグループを形成すると、最終ラップの第1コーナーで首位に
立ち、そのまま優勝のチェッカーを受けました。

優勝会見では「まだ勝てたことを理解できていない」と初々しさを見せましたが、2012年にアジア選手権U115に参戦し、今年
はアジアタレントカップにも選出されるなど、着実に経験を積んでいる鳥羽。昨年ツインリンクもてぎで優勝している山田との戦い
は、今大会の見どころのひとつです。

ST600クラス 國川浩道、岡村光矩、伊藤勇樹 新たなスターが誕生

J-GP2、J-GP3に続き、 ST600も新時代到来を予感させる開幕戦となりました。

レース1は全日本参戦9年目を迎えた國川浩道が制し、レース2では岡村光矩が優勝。レース2の3位には、2012年からアジア
選手権SS600、全日本ST600に参戦する伊藤勇樹が入りました。國川と岡村は全日本初優勝で、伊藤は昨年の筑波大会
以来の表彰台を獲得しました。レース1で3位、レース2で2位に入ったベテラン大崎誠之も彼らを「素晴らしい才能を持ったライ
ダーたち」と絶賛しており、ツインリンクもてぎでどのような走りを見せるのかに注目です。

J-GP3表彰式 第2戦オートポリスで優勝した14歳の鳥羽（中央）、
2位の山田（左）、3位の大久保（右）

ST600レース2の表彰式 オートポリスのレース2で初優勝した
岡村（中央）、2位の大崎（左）、3位の伊藤（右）
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トピックス

栃木県出身の２０１３チャンピオン、渡辺一馬選手と山田誓己選手を応援しよう！
昨年のST600クラスチャンピオンであり、今シーズンはJ-GP2クラスに参戦する

渡辺一馬選手と、昨年のJ-GP3クラスチャンピオンで、今年も引き続きJ-GP3

クラスに参戦する山田誓己選手。地元、栃木県出身の両ライダーを応援する

スペシャルチケットが数量限定で発売中です。

本チケットにはパドックパスに加え、さらに渡辺一馬選手、山田誓己選手が

優勝した場合、表彰式直後にハイタッチができる特典付き。パドックとスタンド

から2人を応援して、表彰式で「勝利のハイタッチ」をしよう！

渡辺一馬選手（左）と山田誓己選手
※写真は昨年の最終戦のものです。

■限定１００枚 栃木県チャンピオン・勝利のハイタッチ！スペシャルチケット（2日通し券）

・観戦券（２日間有効）/応援席入場
・パドックパス（ピットウォーク付）
・ライダーが優勝した場合、表彰式直後に選手とハイ
タッチができる権利付。
（対象選手：渡辺一馬選手、山田誓己選手）

内容・特典 販売窓口
大人

（高校生以上・税込）

・セブンイレブン/セブンチケット

セブンコード「030-239」

セブンチケットID：motegi、パスワード：711

５,２００円

※ハイタッチイベントが開催されなかった場合、あるいは参加しなかった場合の返金、払戻しはいたしません。
※選手の体調不良や天候不良により開催されない場合もございます。
※座席はグランドスタンドに専用エリアを設けます。座席指定ではございません。
※表彰式直後に開催します。チケットをお持ちの上、表彰台前にお越しください。
※お車でご来場の方は、前売駐車券をお求めください（2輪は無料）。

グランプリロードR123メンバー感謝Day 予選日は入場・駐車料金無料！ 予選終了後のパレードにも参加可能！
グランプリロードR123メンバーになってバイクで来場すると、５月２４日（土）の

入場料（1,000円）と２輪駐車券が無料となります。さらに、予選観戦料金も無料。

予選終了後のメンバー限定バイクパレードにも参加いただけますので、春のツーリング

シーズンに、バイクでツインリンクもてぎへ出かけてみませんか？

グランプリロードR123メンバーズ入会はこちら

http://www.twinring.jp/riders/

※メンバーズカードのデザインは変更になる場合があります。

※パレードには、50cc以上のバイクでご来場かつ、グランプリロードR123メンバーズ会員の方が参加いただけます。

※日曜日に予定していたフィナーレパレードは、予選終了後のグランプリロードR123メンバー限定パレードに変更となります。

なおグランプリロードR123メンバーには当日も入会いただけます。
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メーカー応援スペシャルチケット 価格は全て税込です

■限定１００枚 Honda応援スペシャルチケット（2日通し券）

・観戦券（２日間有効）/応援席入場
・Hondaオリジナル手ぬぐい付
・高橋巧選手が応援席を訪問

内容・特典 販売窓口大人（高校生以上）

・ツインリンクもてぎ

MOBILITY STATION/チケットセンター/電話

・Honda2輪正規取扱店

３,３００円

■限定２００枚 カワサキ応援スペシャルチケット（2日通し券）

・観戦券（２日間有効）/応援席入場
・フラッグ、チケットホルダー、ステッカー付
・柳川明選手、渡辺一樹選手が応援席を訪問

さらに、KAZEメンバーには
オリジナルタオルをプレゼント！

内容・特典 販売窓口大人（高校生以上）

・ツインリンクもてぎ

MOBILITY STATION/チケットセンター/電話

・カワサキ正規取扱店/カワサキ認定協力店

３,３００円

■限定１００枚 ヨシムラ応援スペシャルチケット（2日通し券）

・観戦券（２日間有効）/応援席入場
・応援ミニフラッグ付
・スーパースピードウェイ２輪駐車券付（※）
・津田拓也選手が応援席を訪問＆集合写真撮影
※４輪駐車券は付きません。

内容・特典 販売窓口大人（高校生以上）

・ツインリンクもてぎ

MOBILITY STATION/チケットセンター/電話
３,６００円

応援グッズイメージ
※デザインは変更になる場合があります

応援グッズイメージ
※デザインは変更になる場合があります

ヨシムラ応援席ライダー訪問（イメージ）
※写真は2014鈴鹿2&4レース時のものです。
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チケット情報

■前売観戦券（2日通し券）

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）

１,６５０円３,３００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1,650円が必要となります。

●大人の方が同伴で、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

※パドックへの入場、ピットウォーク参加につきましては、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

３,１００円

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

２輪

売り切れ

４輪

らくらくＮ１

[２０台限定]
南・東エリア北エリア

１,５００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。

３,１００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 価格は全て税込です

５,２００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 ・パドックパス（ピットウォーク付）

売り切れ １,６００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]

１,５００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

３,１００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。

１,１００円

５月２５日（日）５月２４日（土）

１,１００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

８,３００円

子ども（３歳～中学生）大人（高校生以上）

１３,４００円

ＶＩＰスイート（2日通し券）

●特典
・テラス入場 ・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・J-GP2・J-GP3レース1） ・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 （券種によってお取り扱いのない窓口もございます）

価格は全て税込です

無料

子ども（中学生まで）

１,０００円５月２４日（土）

４,２００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。

４,２００円

（２日間有効）

コースサイド

キャンプステイ

無料

２輪４輪

２,０００円５月２５日（日）

１,０００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。

３,１００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

１,１００円

５月２５日（日）５月２４日（土）

１,１００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。
※お子さまの入場にはパドックパスをお持ちの大人の同伴が必要です。

※前売にて完売の場合は、当日券の販売はございません。
※お子さまの入場にはパドックパスまたはピットウォーク券を
お持ちの大人の同伴が必要です。


