
2016年2月26日
株式会社モビリティランド

ツインリンクもてぎ

５/２８（土）・２９（日）
２０１６ 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、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）で2016年5月28日（土）、29日（日）に、「2016 
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。
本大会では、国内外の1000ccスポーツバイクで争われる国内最高峰クラスのJSB1000、世界グランプリに通じる
J-GP2、J-GP3、改造範囲が狭く市販の600ccミドルスポーツバイクがベースのST600の全4クラスを開催いたします。
JSB1000クラスの予選では、昨年初めて実施したサバイバル方式を今年はさらに進化させ、より緊張感のある展開
をお楽しみいただけます。
また、サポートレースとして、ロードレースで世界を目指す若者が参加する「KTM RC CUP with METZELER」、
オーナーが気軽に楽しめる「KTM 390 CUP with METZELER」、そして女性ライダーが活躍する「もてぎロードレース
選手権第3戦 MFJレディースロードレース Ladies150クラス」を今年も併催いたします。
なお、本大会の前売チケットは2016年3月26日（土）より発売いたします。

開催概要
大会名称 2016 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 2016年5月28日（土）・29日（日）
開催クラス JSB1000、ST600、J-GP2、J-GP3
併催レース 2016もてぎロードレース選手権 第3戦 MFJレディースロードレース Ladies150クラス

KTM RC CUP with METZELER/KTM 390 CUP with METZELER
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 スポーツ庁、観光庁、茂木町、FM NACK5 

2015年 JSB1000クラスのスタートシーン
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全日本ロードレースの全クラスが揃う大会
開幕直後、シーズン序盤の重要な一戦
本大会では、全日本ロードレースで開催されている4クラスがすべて開催されます。シリーズ全9戦の中でも4クラスすべて
が揃うのは5戦であり、関東圏では、ここツインリンクもてぎだけとなります。
また、本大会はシリーズでは第3戦にあたりますが、クラス別に見るとそれぞれ2戦目にあたり、シリーズ序盤の流れを作る
ための重要な一戦です。開幕戦で優勝したライダーがツインリンクもてぎで勝利すれば2連勝することになり、チャンピオン
シップの主導権を握ることができます。開幕戦で勝ち星を逃したライダーにとっては、巻き返しをはかることが必要な大会と
なります。
さらに、10月にツインリンクもてぎで開催するMotoGPTM 「MOTUL日本グランプリ」にワイルドカード参戦を目指すライダー
達が、グランプリコースでのレース経験を積む、数少ない機会でもあります。

-2/6-

ＪＳＢ１０００クラスの予選は今年もサバイバル形式
今大会のJSB1000クラスでは予選の走行セッションをQ1～Q3の3回に分け、最後のセッションで6名がポールポジションを
争う「トップ6サバイバル」を行います。
Q1では11位以下の順位が決定。また、Q1の上位3名はQ2を経ずにQ3へ進出します。
Q2ではQ1の上位4～10位の7名が走行し、1周ごとに最下位のライダーが脱落し、下位から順に10番手～7番手までの
スターティンググリッドが決定します。Q2で最後まで残る上位3名のライダーがQ3へ進出。Q1上位3名とともに、Q3で上位6
グリッドを争います。Q3もQ2と同様に1周ごとに最下位のライダーが脱落。6番手から順にグリッドが決定し、最後はポール
ポジションを懸けて2名の一騎打ちとなります。
サバイバル方式の予選は、ライダー達が一瞬たりとも気を抜くことが許されず、レースファンにとっては通常の予選と違った
緊張感を得ることができます。

ＴＯＰ６サバイバル スターティンググリッド決定までの流れ

Ｑ１全ライダーが走行 11番以下のグリッドが決定

Q1の上位4～10番手のライダーがQ2へ

計測1周目 7名がタイムアタック 最下位が脱落、10番グリッドが決定

計測2周目 6名がタイムアタック 最下位が脱落、9番グリッドが決定

計測3周目 5名がタイムアタック 最下位が脱落、8番グリッドが決定

計測4周目 4名がタイムアタック 最下位が脱落、7番グリッドが決定

Ｑ２

残る3名のライダーがQ3へ

計測1周目 6名がタイムアタック 最下位が脱落、6番グリッドが決定

計測2周目 5名がタイムアタック 最下位が脱落、5番グリッドが決定

計測3周目 4名がタイムアタック 最下位が脱落、4番グリッドが決定

計測4周目 3名がタイムアタック 最下位が脱落、3番グリッドが決定

計測5周目 2名がタイムアタック ポールポジション、2番グリッドが決定
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チケット情報 価格はすべて税込みです

３月２６日（土）から前売チケット発売

大人（高校生以上） 学割（高校生以上の学生） 子ども（中学生まで）

３,６００円 １,８００円 無料

■前売観戦券（２日通し券）

※学割は引換券です。引換の際は学生証の提示が必要です。当日、学生証をお忘れの場合は追加料金1,800円が必要です
※お子さまのレース観戦は、観戦券をお持ちの大人の同伴が必要です
※お車でご来場の場合は、別途駐車券が必要です

２輪

４輪

北エリア 南・東エリア
スーパースピードウェイ３～４ターン

[５０台限定]

無料 各 １,５００円 各 ３,１００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
※駐車場ごとに、限定台数、入退場ゲートが異なります
※2輪の方は南ゲートからご入場ください

ロードコースコースサイド

３,１００円

■コースサイドキャンプステイ駐車券（２日通し券）

※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約1台分です
※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
※エリア内におけるペットの同伴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輪は1区画最大5台までご利用可能です
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価格はすべて税込みです

満喫セット券（2日通し券・大人券のみ）

６,５００円

■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 ・激感エリアでの観戦 ・パドックパス（ピットウォーク付き）

満喫セット券オプション

スーパー

スピードウェイ

ストレート駐車券

[限定１６０台]

スーパー

スピードウェイ

３～４ターン駐車券

[限定２００台]

Ｓ１

駐車券

[限定７５台]

グリッドウォーク券※

各 １,５００円 １,６００円

※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、入退場ゲートが異なります
※2輪に限り、第2パドック駐車場を無料で利用いただけます
※大人（高校生以上）が対象です
※グリッドウォークは5月29日（日）J-GP3クラス、J-GP2クラス、JSB1000クラスが対象です
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■メーカー応援スペシャルチケット

Honda応援
スペシャルチケット

カワサキ応援
スペシャルチケット

スズキ応援
スペシャルチケット

ヤマハ応援
スペシャルチケット

大人（高校生以上）

各 ３,６００円

●内容
・観戦券 ・応援グッズ
※お子さまのレース観戦は、観戦券をお持ちの大人の同伴が必要です
※お車でご来場の場合は、別途駐車券が必要です

■ＶＩＰスイート （数量限定） ※５月２２日（日）までの限定販売

ＶＩＰスイート（2日通し券）

大人（高校生以上） 子ども（３歳～中学生）

１３,７００円 ８,３００円

●特典
・ピットウォーク優先入場
●内容
・観戦券 ・VIPスイート入場 ・テラス入場 ・食事（ビュッフェ/決勝日のみ） ・フリードリンク（決勝日のみ）
・パドックパス ・激感エリアでの観戦 ・ピットウォークパス ・グリッドウォークパス※

・N1またはS1駐車券※ ・記念品※ ・公式プログラム※

※グリッドウォークは5月29日（日）J-GP3クラス、J-GP2クラス、JSB1000クラスが対象です
※N1またはS1駐車券、記念品、公式プログラムは大人券のみです



価格はすべて税込みです

当日駐車券（当日限り有効）

４輪 ２輪
ロードコース

コースサイド※

５月２８日（土）予選日 １,０００円
無料

４,２００円
（２日間有効）５月２９日（日）決勝日 ２,０００円

当日観戦券（当日限り有効）

大人（高校生以上） 子ども（中学生まで）

５月２８日（土）予選日 １,０００円
無料

５月２９日（日）決勝日 ４,５００円

■当日券 ５月２８日（土）予選日は入場料金で観戦が可能

※お子さまのレース観戦は、観戦券をお持ちの大人の同伴が必要です

※ロードコースコースサイドは、前売で完売の場合、当日販売をいたしません
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■オプションチケット

パドックパス【激感エリアでの観戦・ピットウォーク付き】（２日通し券・大人券のみ）

４,２００円

※前売にて完売の場合は、当日券の販売はございません
※大人の方は別途観戦券（5月28日（土）は入場券または観戦券）が必要です
※お子さまはパドックパスをお持ちの大人の同伴が必要です

ピットウォークパス（当日限り有効 大人券のみ）

５月２８日（土）予選日 ５月２９日（日）決勝日

１,３００円 １,３００円

※前売にて完売の場合は、当日券の販売はございません
※大人の方は別途観戦券（5月28日（土）は入場券または観戦券）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同伴が必要です

【特典】激感エリアでの観戦可



チケット販売窓口

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/

3月26日（土）10:30～5月22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
3月26日（土）～5月28日（土）
●チケットぴあ ●ローチケHMV ●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） ●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 ●ミニストップ

※コンビニエンスストアでは一部取り扱いのない店舗があります

※窓口によってお取り扱いのない券種があります

ツインリンクもてぎチケットセンター

窓口販売
3月26日（土）10:30～5月27日（金）17:00まで

ツインリンクもてぎチケットセンター

電話販売 0285-64-0080 
3月26日（土）10:30～5月22日（日）17:00まで
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