
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

世界に通じるロードレース「Ｊ－ＧＰ２」 

アジアのトップフォーミュラ「スーパーフォーミュラ」 

２輪・４輪の魅力を一気観戦、Ｅｎｊｏｙ Ｈｏｎｄａも同時開催 
 

株式会社モビリティランドは、森の中のモビリティテーマパーク ツインリンクもてぎ（栃木県茂木町）にて、8月

23日(土)・24日(日)に、「MOTEGI 2&4レース」を開催いたします。 

若手がしのぎを削り、MotoGPにも通じる全日本ロードレース選手権J-GP2クラス、アジアのトップフォーミュラ

を目指し新名称で昨年スタートし、今年ニューマシンを投入した全日本選手権スーパーフォーミュラと、Hondaの

２輪・４輪・汎用製品を、見て・遊んで・体感できる「Enjoy Honda」を同日開催いたします。 

なお、前売チケットは6月14日(土)に発売開始いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014年5月21日 

株式会社モビリティランド 

ツインリンクもてぎ 

２ ０ １ ４ 年  全 日 本 選 手 権 ス ー パ ー フ ォ ー ミ ュ ラ 

第４戦 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５戦 

開催クラス：Ｊ－ＧＰ２ 

2013年MOTEGI 2&4レース 

スーパーフォーミュラ スタートシーン 

 

2013 MOTEGI 2&4レース 

J-GP2スタートシーン 

・大会名称 MOTEGI 2&4レース 

2014年 全日本選手権スーパーフォーミュラ 第4戦 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5戦 

・開催日  2014年8月23日（土）・24日（日） 

・併催レース 2014年 全日本フォーミュラ3選手権 第10戦&第11戦 

 2014FIMアジアカップ 国別対抗戦 

 N-ONE OWNER'S CUP第4戦 

・主催  (4輪) 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.） 

  (2輪) 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） 

・公認  (4輪) 国際自動車連盟（FIA）／一般社団法人日本自動車連盟（JAF） 

  (2輪) 国際モーターサイクリズム連盟（FIM） 

・協力  (2輪) エムオースポーツクラブ（M.O.S.C.） 

・後援  (4輪) 観光庁／茂木町／東京中日スポーツ／中日スポーツ／FM NACK5 

  (2輪) 文部科学省／観光庁／茂木町／FM NACK5 
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合同テスト、開幕戦で証明されたマシン 

豪華なドライバーたちがＦ１に迫るハイスピードバトルを展開 
 

スーパーフォーミュラは2014年からシャーシ、エンジンとも一新され新たな時代に突入した。Honda、トヨタが

新たに開発した2000cc直列4気筒、直噴ターボエンジンを、イタリアのダラーラ社が制作したSF14に搭載。そ

のフォルムはF1をイメージさせ、スピード、迫力ともにF1に迫るものだ。 

開幕前に鈴鹿サーキット、富士スピードウェイで行われた合同テストでは、ともにこれまでのコースレコードを

1秒以上も短縮する速さを見せ、迎えた開幕戦、鈴鹿2&4レースでもアンドレ・ロッテラー(PETRONAS TEAM 

TOM'S)がコースレコードを更新し、ポール・ポジションを獲得した。開幕戦では各所で好バトルが展開され、

ロイック・デュバル(KYGNUS SUNOCO Team LeMans)が逆転の優勝を飾った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

続く2レース制の第2戦は、レース1でジョアオ・パオロ・･デ・オリべイラ(Lenovo TEAM IMPUL)がポール・ポジション

から自身約2年ぶりの優勝。レース2はアンドレ・ロッテラーがポール・ポジションから圧勝し、開幕戦の雪辱を晴らし

た。またこの2レースで2位、3位と連続の表彰台を獲得したのが中嶋一貴(PETRONAS TEAM TOM'S)で、開幕戦か

らチャンピオン経験者がハイレベルなトップ争いを見せてくれた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スーパーフォーミュラ 見どころ 

開幕戦鈴鹿のスタートシーン 開幕戦を制したロイック・デュバル 

第2戦レース1で優勝したオリべイラ 第2戦レース2で優勝したロッテラー 
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元Ｆ１ドライバー、ＷＥＣチャンピオン、そして５人のスーパーフォーミュラ

チャンピオン。トップドライバーたちの豪華競演が実現 
 

今年の参戦ドライバーは、Hondaエンジン勢では

ヴィタントニオ・リウッツイ(HP REAL RACING)、トヨタ

エンジン勢では中嶋一貴、ナレイン・カーティケヤン

(Lenovo TEAM IMPUL)の3人の元F1ドライバーに続き、

2012年のWEC(世界耐久選手権)チャンピオン、アンドレ・

ロッテラー、2013年のWECチャンピオン、ロイック・

デュバルが参戦。中嶋、ロッテラー、デュバルは

スーパーフォーミュラのチャンピオン経験者だ。F1テス

トドライバーを務めたキャリアがあり、開幕戦では2位

表彰台を獲得したジェームス・ロシター (KONDO 

RACING)、昨年スーパーフォーミュラ

のチャンピオンを獲得した山本尚貴

(TEAM 無限)、2010年のチャンピオン、

ジョアオ・パオロ･デ・オリべイラを

加えた、彼ら実力派によるツイン

リンクもてぎでの戦いに注目が集まる。 

 

 

 

 

 

山本尚貴を筆頭に塚越広大、小暮卓史、野尻智紀ら地元選手たち、 

そして地元チームの活躍に注目 
 

豪華メンバーによるハイレベルな戦いが注目される今年のスーパー

フォーミュラで注目したいのが地元選手たち。昨年のチャンピオン山本

尚貴は栃木県宇都宮市出身。他にも栃木県日光市出身の塚越広大

(HP REAL RACING)、群馬県出身の小暮卓史(NAKAJIMA RACING)が

出場します。昨年のF3参戦からステップアップしたルーキーの野尻智紀

(DOCOMO TEAM DANDELION RACING)は茨城県出身。また嵯峨宏紀

は愛知県出身ですが、所属するTOCHIGI Le Beausset Motorsports

（栃木ルボーセ）はその名の通り栃木県に本拠を構えるチーム。彼らに

とってツインリンクもてぎはホームコースなだけに、力が入る。 

中でも注目は昨年のチャンピオン山本尚貴。開幕戦こそ結果を残せ

なかったが、第2戦のレース2で

は5位に入り復調の気配を見せ

た。「第2戦の結果は今後につなが

ります。ツインリンクもてぎは地元

ですから、たくさんの応援団も駆

けつけてくれます。いつも以上に

気合が入りますね」とコメント。彼

ら地元勢の戦いぶりが注目される。 

 

 

V・リウッツイ 中嶋一貴 Ｎ・カーティケヤン 

A・ロッテラー L・デュバル 山本尚貴 JP･デ・オリべイラ 

山本尚貴(TEAM 無限) 

塚越広大 小暮卓史 嵯峨宏紀 野尻智紀 
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地元・栃木県出身の渡辺一馬 

元ＭｏｔｏＧＰ世界選手権ライダー高橋裕紀が参戦 

“世界”に通じるＪ－ＧＰ２クラス開催 
 

8月23日（土）・24日（日）に、ツインリンクもて

ぎで開催される全日本ロードレース選手権J-

GP2クラス。出場するマシンは4ストローク600cc

エンジンに統一され、オリジナルフレームを使用

することが可能なことから、10月10日（金）～12

日（日）にツインリンクもてぎで開催される

MotoGP世界選手権のMoto2クラスに通じる

カテゴリーとして注目を集めている。 

昨年のST600チャンピオンで、今年からJ-

GP2にスイッチした地元・栃木県出身の渡辺一馬

や、昨年までMotoGP世界選手権を戦った高橋

裕紀などの強豪ライダーが参戦。高橋は全日本復帰戦となる第2戦オートポリスで優勝し、2008年以来となる

フル参戦を果たしたモリワキエンジニアリングの創設40周年に華を添えた。 

なお、高橋の使用するモリワキMD600、渡辺の使用するKALEX（カレックス）は、Moto2レギュレーションにほ

ぼ合致したマシンであることから、両選手にとってレースでの優勝はもちろんだが、昨年のMotoGP世界選手権

Moto2クラスのレコードタイムにどこまで迫り、そして上回ることができるかが目標となっている。 

渡辺、高橋の参戦でJ-GP2クラスは例年以上にレベル

の高い戦いになり、昨年ランキング2位の生形秀之や同

5位の岩田悟、タイ人ライダーのデチャ・クライサー、今年

は自身のチームを結成して臨む井筒仁康、ベテラン小山

知良や亀谷長純、若手実力派の浦本修充など、多彩な

才能が集結したクラスであり、その多くが“世界”を見据え、

熱い戦いを繰り広げている。 

 
  

 

２０１４年ＦＩＭアジアカップ 国別対抗戦 もてぎ初開催決定 
 

2005年に、アジア圏内のライダーレベルの向上と、各国間の交流促進を目的に始まったFIMアジアカップ国

別対抗戦。各国から2名の代表ライダーが出場でき、どちらか良い結果を出したライダーのポイントが選手権

のシリーズポイントに加算されていくというのが、他の選手権と大きく異なる点である。日本では、2007年から

開催されているが、ツインリンクもてぎで開催されるのは今回が初めてとなる。MotoGP世界選手権が開催

されるツインリンクもてぎが舞台となり、各ライダーの熱気がさらに上がることは間違いない。なお、日本代表

ライダーは、6月8日（日）にツインリンクもてぎで開催される、もてぎロードレース選手権第3戦ST150クラスに

おいて決定する。 

ＭＦＪ全日本ロードレース Ｊ－ＧＰ２ 見どころ 

高橋裕紀 

渡辺一馬 
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「テクノロジーラボラトリーツアー」を開催 
自動車評論家の両角岳彦氏によるスーパーフォーミュラニューマシン

「SF14」のメカニカルな魅力を中心とした、コアファン向けのトークショーを

開催いたします。 

■日程 ： 8月23日（土）・24日（日） 各日2～3回開催予定 

■場所 ： ツインリンクもてぎ グランドスタンドプラザ内 SF14展示場所 

■料金 ： 無料 
  ※観戦券は必要ありませんが、入場料金と駐車料金が別途必要です。 

■主催 ： 株式会社日本レースプロモーション 

  株式会社モビリティランド 

 

 

 

 

 

 

「Ｅｎｊｏｙ Ｈｏｎｄａ もてぎ ２０１４」 開催 
 

Hondaの二輪・四輪・汎用製品を通して、「見て、遊んで、

体感する」ことを目的としたファンの皆様への感謝イベント

を併催いたします。製品展示をはじめ、様々な体験が出来る

プログラムやモータースポーツの魅力を体感頂けるプログラム

など、大人から子どもまで幅広い方にお楽みいただけます。 
 

 

ピックアップイベント 
 

スーパーフォーミュラ チャンピオンマシンと記念撮影 
2013年 全日本選手権 スーパーフォーミュラシリーズ、初代チャンピオンを

獲得した山本尚貴選手の#16TEAM無限のマシンと記念撮影ができます。

小学生以下のお子様は、レーシングスーツまたはチームジャンパーをご着用

して撮影していただけます。 
 

※当日、実施場所にて先着順でご参加いただけます。 

※レーシングスーツの着用は、小学生以下のお子様が対象です。 

 

ＲＣ２１３Ｖまたがり体験 
ロードレース世界選手権の最高峰クラスMotoGPマシンRC213Ｖにまたがって

最強マシンを体感。チャンピオンライダー気分で記念写真を撮影できます。 
 

※当日、実施場所にて先着順でご参加いただけます。 

※開催時間の都合により、ご参加いただけない場合がございます。 

 

イベント情報 

※イメージ 

※イメージ 

※イメージ 
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■前売観戦券（２日通し券）  

大人 (高校生以上） 子ども (中学生まで） 

４，０００円 無料 
 

※お子様のレース観戦は、観戦券をお持ちの大人の方のご同伴が必要となります。 
 

 

高校生以上の学生は自由席が通常の半額で購入できます 

学割（高校生以上の学生） 

２，０００円 
 

※学割は引換券です。引換の際は学生証の提示が必要です。学生証をお忘れの際は追加料金2,000円が必要となります。 

 

 

■前売駐車券 

前売駐車券（2日通し券）  指定駐車券（2日通し券） 

４輪 
２輪 

 スーパースピードウェイ 

3～4ターン 北エリア 南・東エリア  

１，５００円 １，５００円 無料  ３，１００円 
 

※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。 

※北エリア駐車券をお持ちのお客様は北ゲートより、南・東エリア駐車場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。 

※スーパースピードウェイ3～4ターン駐車場は、北ゲートからご入場ください。 

※スーパースピードウェイ3～4ターン駐車場は、夜間の停め置きはできませんので、予めご了承ください。 

 

コースサイドキャンプステイ駐車券（2日通し券） 

ロードコース コースサイドキャンプステイ 
＜130R～ヘアピンのコースサイド＞ 

スーパースピードウェイコースサイドキャンプステイ 
＜スーパースピードウェイ第2ターン周辺＞ 

６，２００円 ６，２００円 
 

※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。 

※給水の設備はございません。 

 

［価格はすべて税込］ チケット情報 
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■スペシャルチケット 
地元栃木県出身ドライバー 山本尚貴応援シートを発売 

山本尚貴応援シート（2日通し券） 

大人(高校生以上） 子ども（3歳～中学生） 

５，0００円 １，６００円 
 

【山本尚貴応援シート特典】 ＜特典１＞ オリジナルグッズ付き 

 ＜特典２＞ 山本尚貴選手が応援席に訪問・記念撮影。 

＜特典３＞ 入賞時の表彰台最前列優先入場 
 

※ツインリンクもてぎチケットセンター、MOBILITY STATION（オンラインショップ）、ローチケ、ローソン、ミニストップのみでの販売となります。 

※8月22日(金)までの販売です。 ※座席指定は決勝日のみ有効です。 ※山本尚貴応援席はA席の一部エリアとなります。 

※グッズは、8月24日（日）決勝日に中央エントランスチケットセンターにてお渡しいたします。 

※8月23日（土）は一部の席を除き自由席となります。 
 

テラス入場やパドックパスがセットになったチケット 

満喫セット券 

（2日通し券・大人券のみ） 

 満喫セット券 オプション 

 

グリッドウォーク 

駐車券 

 スーパースピードウェイ 

ストレート（180台） 

スーパースピードウェイ 

3～4ターン（200台） 

７，２００円  ３，１００円 ３，１００円 １，５００円 
 

【満喫セット券内容】 ・観戦券 ・テラス入場 ・ピットウォーク ・パドックパス 
 

※8月22日(金)までの販売です。 ※オプション駐車券：お車は北ゲートよりご入場ください。 

※スーパースピードウェイ駐車場は、夜間の停め置きはできませんので、予めご了承ください。 

※グリッドウォークは、8月24日(日)スーパーフォーミュラ・フォーミュラ3決勝のみの実施となります。 

 

 

■オプションチケット 

パドックパス【ピットウォーク付き】（２日通し券） 

大人（高校生以上） 子ども（中学生まで） 

３，１００円 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。 
 

ピットウォークパス 

 大人（高校生以上） 子ども（中学生まで） 

8月23日（土）予選日 １，１００円 
無料 

8月24日（日）決勝日 １，１００円 
 

※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が必要です。  ※お子様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。 
 

Kidsグリッドウォークパス 

大人1名（高校生以上）＋子ども1名（中学生まで） 

セット（限定200セット） 

追加券 

大人（高校生以上） 子ども（中学生まで） 

４，７００円 ３，１００円 １，６００円 
 

※別途観戦券が必要です。 

※8月24日(日)スーパーフォーミュラ決勝のみの実施となります。 

※大人のみ、またはお子様（中学生まで）のみでの参加はできません。大人（高校生以上）が必ず一緒にご参加ください。
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■ＶＩＰスイート 

グランドスタンドハウス2階に位置する唯一の屋内席。見通しの良い抜群のロケーションに加え、 

2日間、VIPスイート～プレミアム～ならではのサービスが受けられるスペシャルシートです。 

VIPスイート～プレミアム～（2日通し券） 

大人・子ども共通（3歳以上） 

３９，２００円 
 

【ＶＩＰスイート～プレミアム～内容】 ・観戦券 ・VIPスイート入場 

・テラス入場 ・プログラム  

・食事（ブッフェ：2日間） ・フリードリンク（2日間） 

・パドックパス ・ピットウォーク 

・グリッドウォーク（スーパーフォーミュラ・フォーミュラ3のみ） 

・スポッターズエリア観戦ツアー ・サーキットバス走行 

・N1またはS1駐車場 
 

※8月17日(日)までの販売です。 

※N1駐車場→北ゲートをご利用ください。 

※S1駐車場→南ゲートをご利用ください。 
 

 

グランドスタンドハウス2階に位置する唯一の屋内席。見通しの良い抜群のロケーションに加え、お食事、お飲

み物などＶＩＰスイートならではのサービスが受けられるシートです。 

VIPスイート 

大人(高校生以上） 子ども(３歳～中学生） 

２６，８００円 １９，６００円 
 

【ＶＩＰスイート内容】 ・観戦券 ・VIPスイート入場 ・テラス入場 ・プログラム ・食事（ブッフェ：決勝日のみ） 

・フリードリンク（決勝日のみ） ・パドックパス ・ピットウォーク  

・グリッドウォーク（スーパーフォーミュラ・フォーミュラ3のみ） 

・N1駐車場またはS1駐車場 
 

※8月17日(日)までの販売です。 

※N1駐車場→北ゲートをご利用ください。 

※S1駐車場→南ゲートをご利用ください。 

 

- 8/9 - 

 

〒321-3597  栃木県芳賀郡茂木町桧山120-1    TEL （0285）64-0001    FAX （0285）64-0009    URL http://www.twinring.jp/ 



 

■当日券 

当日観戦券 

 大人(高校生以上） 子ども（中学生まで） 

8月23日（土）予選日 ２，６００円 
無料 

8月24日（日）決勝日 ５，２００円 
 

 

当日駐車券 

 ４輪 ２輪 コースサイド 

8月23日（土）予選日 ２，０００円 無料 ７，２００円 
（2日間有効） 8月24日（日）決勝日 ２，０００円 無料 

 

 

※コースサイド駐車券は、前売にて完売の場合は、当日販売はございません。 

 

 

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 6月14日（土）10:00～8月22日（金）18:00まで 

（営業時間：7月18日まで 平日9:30～17:00、土日祝9:30～17:30／7月19日以降 平日9:30～18:00、土日祝9:30～18:30） 
■ツインリンクもてぎチケットセンター 電話販売 
0285-64-0080 

6月14日（土）10:00～8月17日（日）18:30まで 

（営業時間：7月18日まで 平日9:30～17:00、土日祝9:30～17:30／7月19日以降 平日9:30～18:00、土日祝9:30～18:30） 

■ＭＯＢＩＬＩＴＹ ＳＴＡＴＩＯＮ （オンラインショップ） 
ＰＣ      http://mls.mobil ityland.co.jp 

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

6月14日（土）10:00～8月17日（日）24:00まで 

（24時間受付） 

 

プレイガイド、コンビニエンスストア、店舗 
 

●チケットぴあ ●ローチケ ●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） 
●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 ●ローソン ●ファミリーマート ●サークルＫ・サンクス 
※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。 

 

※6月23日（月）～26日（木）の間、ツインリンクもてぎは施設点検のため休業いたします。その間窓口販売、電話販売および 

お問い合わせに関する業務も休業させていただきます。あらかじめご了承ください。 
 

■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 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

- 9/9 - 

 

〒321-3597  栃木県芳賀郡茂木町桧山120-1    TEL （0285）64-0001    FAX （0285）64-0009    URL http://www.twinring.jp/ 


