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Ｍｏｔｏ２TMクラスに通ずるカテゴリー「Ｊ-ＧＰ２」 

Ｆ１に迫る速さをみせる「スーパーフォーミュラ」を同日開催 
 

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2016年8月20日(土)・21日(日)に、

「ツインリンクもてぎ2&4レース」を開催いたします。 

世界選手権Moto2TMクラスへの道筋も見据えた「MFJ全日本ロードレース選手権J-GP2クラス」、国内トップ

フォーミュラの「全日本スーパーフォーミュラ選手権」、Hondaの二輪・四輪・汎用製品を通して「見て・遊んで・体感

する」ことを目的としたイベント「Enjoy Honda 2016 ツインリンクもてぎ」を同日開催いたします。 

なお、前売チケットは6月11日(土)に発売を開始いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2015年5月12日

株式会社モビリティランド

ツインリンクもてぎ

２０１６年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 第４戦

２０１６ ＭＦＪ全日本ロードレース選手権シリーズ第６戦

開催クラス：Ｊ－ＧＰ２

2015年 もてぎ2&4レース 

スーパーフォーミュラ スタートシーン 

2015年 もてぎ2&4レース 

J-GP2スタートシーン 

・大会名称 ツインリンクもてぎ2&4レース 

2016年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 第4戦 

2016 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ 第6戦 

・開催日  2016年8月20日（土）・21日（日） 

・主催  (4輪) エムオースポーツクラブ（M.O.S.C.）／株式会社モビリティランド 

  (2輪) 一般財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会（MFJ）／株式会社モビリティランド 

・協力  (2輪) エムオースポーツクラブ（M.O.S.C.） 

・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） 

・後援  スポーツ庁／観光庁／茂木町／東京中日スポーツ／中日スポーツ／中日新聞社／FM NACK5 

8.20 SAT. 21 SUN. QUALIFYING RACE 
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Ｆ１入賞を経て、開幕戦に臨んだストフェル・バンドーンが３位発進 

５人のＦ１経験者が最高峰の戦いを演出するスーパーフォーミュラ 
 

F1に迫る速さを見せるとも言われるスーパーフォーミュラ。2016年はヨコハマタイヤ

のワンメイクとなり、レベルの高い接戦が展開され、ドライバーも錚々たるラインアップ

となっている。その注目選手が昨年のGP2チャンピオンであり、マクラーレン・ホンダF1

チームのリザーブドライバー、ストフェル・バンドーン。バーレーンGPでフェルナンド・

アロンソの代役としてF1にデビューし、いきなりの入賞。迎えた鈴鹿サーキットでのスー

パーフォーミュラ開幕戦では予選で4位に入ると、決勝では3位表彰台を獲得。その実

力を見せつける結果となった。 

バンドーンの参戦で中嶋一貴、小林可夢偉、

ナレイン・カーティケヤン、アンドレ・ロッテラー

と5人がF1経験者となる。さらにスーパー

フォーミュラ昨年のチャンピオン石浦宏明、

2013年のチャンピオン山本尚貴、2010年チャ

ンピオンのジョアオ・パオロ・デ・オリベイラが

加わり、激戦の様相を早くも呈している。 

 

 

 

Ｈｏｎｄａ勢が開幕戦ではトップ５の内４台を占める。 

Ｈｏｎｄａ対ＴＯＹＯＴＡのエンジン対決に注目が集まる 
 

鈴鹿サーキットで行われた今季開幕戦を制したのがHondaエンジンの山本尚貴(TEAM 無限)。ポールポジション

からスタートし、一度もトップを譲ることのない完勝だった。2位TOYOTAエンジンの国本雄資(P.MU/CERUMO 

INGING) を挟んでストフェル・バンドーン(DOCOMO TEAM DANDELION RACING) 、小暮卓史(DRAGO CORSE) 、塚越

広大(REAL RACING)と続き、トップ5の内4台がHondaエンジンの結果。昨年はチャンピオン石浦宏明(P.MU/CERUMO 

INGING)以下シリーズランキングトップ4をTOYOTAエンジン勢が占めただけに、Hondaエンジン勢の活躍が際立つ結果

となった。 

しかし昨年のツインリンクもてぎではTOYOTAエンジンの石浦宏明がポールポジションからスタート。F1経験者であ

り2012年、2014年のチャンピオンで、同じTOYOTA勢の中嶋一貴の追撃を抑えて優勝。この勝利が石浦のチャンピ

オン獲得に繋がっただけに、タイトルを狙う上でツインリンクもてぎは落とせない1戦となる。Honda対TOYOTAの戦い

が一層激しさを増すのは確実で、今年も大きなドラマが生まれそうだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ストフェル・バンドーン 
開幕戦のスタートシーン 

開幕戦の表彰式。左から2位の国本雄資、優勝

した山本尚貴、3位のストフェル・バンドーン 

開幕戦で優勝した山本尚貴（TEAM 無限） 



 

 

- 3/9 - 
 

東京オフィス 〒107-0062 東京都港区南青山1-15-9 第45興和ビル9F TEL：03-5770-6432 FAX：03-5770-6435 

ツインリンクもてぎ 〒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/ 

地元の応援を受けて加速する山本尚貴、塚越広大、小暮卓史、野尻智紀。 

そしてルーキー関口雄飛の活躍に注目 
 

注目したいのが地元選手たちの活躍。開幕戦でポール・トゥ・ウィンの圧勝を飾った山本尚貴(TEAM 無限)は栃木

県宇都宮市出身。開幕戦5位の塚越広大(REAL RACING)は栃木県日光市出身。4位の小暮卓史(DRAGO CORSE)は

群馬県出身。さらに昨年スーパーフォーミュラにデビューすると3位表彰台を2回記録する活躍を見せた野尻智紀

(DOCOMO TEAM DANDELION RACING)がいる。野尻は茨城県筑西(ちくせい)市出身で、皆ツインリンクもてぎはホー

ムコースと言える。どのサーキットよりも走り込んでおり、加えて地元応援団が駆けつけて声援を送ってくれるだけに

力が入る。その声援をバックに野尻は昨年予選で自己最高となる2位を獲得したほど。加えてツインリンクもてぎは彼

らが搭載するHondaエンジンにとってもホームコース。今年は優勝争いが期待される。 

そしてもうひとり注目したいのが、元祖日本一速い男星野一義監督に抜擢されたルーキー関口雄飛(TEAM 

IMPUL)。SUPER GTなどの実績を引っさげてスーパーフォーミュラに参戦する。開幕戦の決勝は不運も重なり結果を

残すことはできなかったが、予選で3位を獲得するなど、期待に応える活躍を見せた。関口がツインリンクもてぎで強

豪勢を相手にどんな走りを見せてくれるかにも注目が集まる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

若き才能と百戦錬磨の実力者がぶつかりあう熱い戦いに注目 
 

2010年から始まったJ-GP2クラスはMotoGPTMロードレース世界選手権シリーズのMoto2TMクラスに近いオリ

ジナルフレームのレーサーと、市販車ベースのマシンがエントリーしている。Moto2TMクラス参戦を夢見るライ

ダーも多く参加し、人気クラスに成長した。2014年、2015年と連続チャンピオンを獲得したモリワキレーシングの

高橋裕紀がJSB1000へステップアップしたため、今シーズンは多くのライダーにタイトルのチャンスがある。その

中、今年から心機一転、Team KAGAYAMAからエントリーした浦本修充(SUZUKI)がまずは先勝して2016年がス

タート、これをJ-GP3からステップアップした國峰啄磨(Honda)、三原壮紫(Honda)が追う展開となっている。4

年連続ランキング2位の生形秀之(SUZUKI)ほか、井筒仁康(KAWASAKI)、関口太郎(Honda)、岩崎哲朗

(KAWASAKI)らベテラン勢もタイトル獲得を視野に入れている。若き才能と百戦錬磨の実力者がぶつかりあうス

リリングな戦いが繰り広げられる。 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

ＭＦＪ全日本ロードレース Ｊ-ＧＰ２ 見どころ 

浦本修充（SUZUKI） 

山本尚貴 塚越広大 小暮卓史 野尻智紀 関口雄飛 

生形秀之 
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家族で楽しめるイベント盛りだくさん。 

レースもイベントも楽しめるツインリンクもてぎ２＆４レース 
夏休みに開催される「ツインリンクもてぎ2&4レース」では、中学生以下のお子様を連れたファミリー限定の

「キッズピットウォーク」など、家族みんなで楽しめるイベントも多数開催されます。また同日開催される「Enjoy 

Honda 2016 ツインリンクもてぎ」でも親子バイク体験やストライダー試乗会などが行われます。レースもイベントも楽

しめるのはツインリンクもてぎならではです。 
 

主なイベント 
■キッズピットウォーク 

中学生以下のお子様を含むファミリー限定のピットウォークを20日(土)予選終了後に開催します。 

■グリッドキッズ 

レーススタート前のグリッドに並んでいただくお子様を募集します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
イベントの詳細はツインリンクもてぎウェブサイト(http://www.twinring.jp/)をご覧ください。 

  

「Ｅｎｊｏｙ Ｈｏｎｄａ ２０１６ ツインリンクもてぎ」 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いただけるプログラ

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。 
 

イベント情報 

http://www.honda.co.jp/enjoyhonda/ 
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中学生以下のお子さまは観戦料金無料 

 

■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） 

５，０００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） 

２，５００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2,500円が必要となります。 

 

 

■前売駐車券（２日通し券） 

４輪 

２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 

１，５００円 １，５００円 ３，１００円 無料 
 

※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。 

※スーパースピードウェイ 3～4ターン駐車券をお持ちのお客様は南ゲートよりご入場ください。 

※スーパースピードウェイは夜間の停め置きができませんので、あらかじめご了承ください。 

※2輪は南ゲートよりご入場ください。 

 

コースサイドキャンプステイ駐車券（2日通し券） 

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＞ 

（95台限定） 

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＞ 

（110台限定） 

６，２００円 ６，２００円 
 

※別途観戦券が必要です。 

※各ステイ区間が選択いただけます。各区間の詳細についてはウェブサイトをご覧ください。なお区間内の場所は選択できま

せん。 

※スーパースピードウェイ コースサイドキャンプステイは南ゲートより、ロードコース コースサイドキャンプステイは北ゲートより

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。 

※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。 

※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 



 

 

- 6/9 - 
 

東京オフィス 〒107-0062 東京都港区南青山1-15-9 第45興和ビル9F TEL：03-5770-6432 FAX：03-5770-6435 

ツインリンクもてぎ 〒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/ 

■スペシャルチケット（２日通し券） 
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 

（大人券のみ） 

 満喫セット券 オプション 

 
グリッドウォーク 

（大人券のみ） 

駐車券 

 スーパースピードウェイ 

3～4ターン（300台） 

９，８００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 
 

※満喫セット券には、4輪駐車券は含まれておりません。お車でご来場の場合は別途オプションまたは駐車券をお買い求め 

ください。 

※スーパースピードウェイ駐車券は南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券は、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20日(土) フォーミュラ3決勝、および21日(日)スーパーフォーミュラ・フォーミュラ3決勝のみご参加い

ただけます。 

※バイクでご来場の場合は、第2パドック駐車場をご利用いただけます。 

 

 

■メーカーファンシート(2日通し券) 

Hondaファンシート TOYOTAファンシート 

大人(高校生以上） 子ども(３歳～中学生） 大人(高校生以上） 子ども(３歳～中学生） 

６，０００円 １，６００円 ６，０００円 １，６００円 
 

特典ー１：オリジナルグッズ付き 

特典ー２：サイン会優先入場 
 

※エリア指定は8月21日（日）決勝日のみとなります。 8月20日（土）は一部の席を除き自由席となります。 

※応援席はA席のエリア指定となります。 

※お車でご来場の場合は、別途駐車券が必要です。 
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■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） 

５，２００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。 

※大人の方は別途観戦券が必要です。 

※お子様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20日（土）予選日 １，１００円 
無料 

8月21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。 

※大人の方は別途観戦券が必要です。 

※お子様はパドックパスもしくはピットウォーク券をお持ちの大人の方のご同伴が必要です。 
 

キッズグリッドウォークパス（中学生以下）※200セット限定 

大人1名（高校生以上）＋子ども1名（3歳～中学生まで） 

セット（200セット限定） 

追加券 

大人（高校生以上） 子ども（3歳～中学生まで） 

４，７００円 ３，１００円 １，６００円 
 

※別途観戦券が必要です。 

※グリッドウォークは、8月20日（土）フォーミュラ3決勝、21日（日）スーパーフォーミュラおよびフォーミュラ3決勝レーススタート

前のスタート進行中に実施されます。 

※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。 

※追加券のみの購入はできません。 

※お子様1名につき大人の方は最大2名まで参加できます。その際は大人の追加券3,100円をお買い求めください。 
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■ＶＩＰスイート～プレミアム～ 

グランドスタンドハウス2階に位置する唯一の屋内席。お食事、お飲み物など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シートです。エアコン完備の快適空間でご観戦いただけます。 

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） 

４０，２００円 
 

【ＶＩＰスイート～プレミアム～内容】 ・観戦券  

・VIPスイート入場 

・テラス席 

・食事（ビュッフェ：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  8月20日（土） フォーミュラ3決勝、 

  21日（日） スーパーフォーミュラおよびフォーミュラ3決勝 

・N1またはS1駐車場  

・記念品 

・プログラム  
 

 

 

 

 

 

 

 

※N1駐車場をご利用の方は北ゲートをご利用ください。 

※S1駐車場をご利用の方は南ゲートをご利用ください。 
 

 

 

■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。コース全周を見渡せる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。エアコン完備の快適空間でご観戦

いただけます。 

VIPスイート 

大人(高校生以上） 子ども(３歳～中学生） 

２７，８００円 １９，６００円 
 

【ＶＩＰスイート内容】 ・観戦券  

・VIPスイート入場 

・テラス席 

・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  

・ピットウォーク 

・グリッドウォーク 8月20日（土） フォーミュラ3決勝、 

  21日（日） スーパーフォーミュラおよびフォーミュラ3決勝 

・N1駐車場またはS1駐車場  

・記念品 

・プログラム  
 

※N1駐車場をご利用の方は北ゲートをご利用ください。 

※S1駐車場をご利用の方は南ゲートをご利用ください。 

ＶＩＰスイート～プレミアム～ 特典 
■テラス席で観戦できる 

■ロードコースバスツアーを開催 

■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 

■中央エントランスから近いN1・S1駐車場をご用意 



 

 

- 9/9 - 
 

東京オフィス 〒107-0062 東京都港区南青山1-15-9 第45興和ビル9F TEL：03-5770-6432 FAX：03-5770-6435 

ツインリンクもてぎ 〒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（当日限り有効） 

 大人(高校生以上） 子ども（中学生まで） 

8月20日（土）予選日 ３，６００円 
無料 

8月21日（日）決勝日 ６，２００円 
 

※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です。 
 

 

当日駐車券（当日限り有効） 

 ４輪 ２輪 コースサイドキャンプステイ 

8月20日（土）予選日 ２，０００円 無料 ７，２００円 
（2日間有効） 8月21日（日）決勝日 ２，０００円 無料 

 

 

※コースサイドキャンプステイは、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 
■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 

6月11日（土）10:00～8月14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 
 

6月11日（土）10:00～8月19日（金） 
●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） ●鈴鹿サーキットモビリティステーション窓口 
●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 

※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。 

※窓口によってはお取り扱いのない券種がございます。 

■ツインリンクもてぎチケットセンター 窓口販売 6月11日（土）10:00～8月19日（金）18:30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 

6月11日（土）10:00～8月14日（日）17:00まで 
 

 

■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 

 

 

 

 

 


