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2007.2.28 配信

鈴鹿サーキット 共催：鈴鹿市 
国際レーシングコース および 園内一円 

公開合同テスト開催日程 
ＧＴＡ公式テスト(SUPER GT)     ３月２日(金)・３日(土) 

フォーミュラ・ニッポン公式合同テスト ３月５日(月)・６日(火)

テスト走行ＪＳＢ１０００／ST600     ３月５日(月) 

モータースポーツファン感謝デー、公開合同テストともに

ゆうえんち入園料でご入場いただけます 

大人（中学生以上）  ：1,600円 

子供（小学生）    ：  800円 

幼児（3歳～未就学児）：  600円 

入園料 

※イベントの内容は変更になる場合がございます。ご了承ください。 

※当日のマシンの状態や天候などにより、車両の変更や中止する場合がございます。 

－温故知新、さらに進化は加速する－ モータースポーツを観て・触れて・体験するキックオフイベント 

鈴鹿サーキットのモータースポーツシーズン幕開けを告げる、恒例の「モータースポーツファン感謝デー」は今年で20回目。

ファンの皆様へ感謝をこめて、モータースポーツの楽しさが体感いただけるイベントを開催いたします。鈴鹿8耐は今年で第30

回大会を迎えます。それを記念し、ファンの皆様とバイクで国際レーシングコースへ巨大な「バイク文字」を描きます。この写真

は、公式プログラムに掲載予定なので、ファミリーやカップルの思い出アルバムに、ぜひ加えてみてはいかがでしょうか？また

歴代8耐マシンによるデモランも開催、熱き戦いのシーンが甦ります。また、鈴鹿8耐＆全日本ロードレース、SUPER GT、フォー

ミュラ・ニッポンのデモ走行は、最新'07モデルマシンが早くもお目みえ！国際レーシングコースを駆け抜けるレースさながらの

大迫力をお楽しみください。また、人気ライダーやドライバーとの交流の機会もあるので、ぜひご家族で会場へお越しください。 

1995年優勝マシン(予選3位) 

Honda RVF/RC45 No.11 

1999年参戦マシン 

(決勝7位/予選6位) 

Honda RVF/RC45 No.100 

“コカ・コーラ”鈴鹿８耐第３０回大会記念イベント 
“コカ・コーラ”鈴鹿８時間耐久ロードレースは、数々の名シーン、名勝負

を生み出しながら2007年、記念すべき30回目の大会を迎えることになった。

ファン、鈴鹿市民、そしてプライベートチーム、バイクメーカーなど、実に多くの

人々に支えられてその歴史を刻んできた鈴鹿８耐が第30回大会を迎えるこ

とを記念し、一般参加のマシンと共に、８耐の歴史を刻んできたマシンとライ

ダーがメインストレートに描く「バイク文字」。数々の名シーン、名勝負を繰り

広げてきた歴代８耐マシンの展示・写真展、そしてデモ走行も開催される。 

メインストレートに巨大バイク文字出現！ 

歴代８耐マシンのデモ走行開催！ 
“コカ・コーラ”鈴鹿８時間耐久ロードレースを戦い抜いた名車の

デモ走行が続々決定！岡田忠之選手がGP500クラスへ参戦す

る こ と へ の 転 機 と な っ た 、 1995 年 の 優 勝 マ シ ン 「 Honda 

RVF/RC45」。1999年にF.スペンサーが参戦したことで注目を集

めた（決勝は負傷により欠場）、No.100「Honda RVF/RC45」のデ

モ走行が決定した。 

2007“コカ･コーラ”鈴鹿８耐公式プログラムに写真を掲載する予定です。 

一般公募のファンとバイクで「バイク文字」を描く！ 

★一般参加の参加申込は終了いたしました★ 

※３月４日(日)8:30～ メインストレート上にて開催 

※３月４日(日) 

13:35～ 開催(予定) 

■デモ走行予定ライダー 
・RVF/RC45('95) 岡田忠之 

・RVF/RC45('99) 武田雄一 

鈴鹿8耐の歴史が甦る 

歴代８耐マシンと歴史写真展を開催 

■３月３日(土)・４日(日)10:00～16:00 ピット内にて開催(予定)

協力：ＪＲＰＡ（日本レース写真家協会） 

鈴鹿８耐で数々の名勝負を戦ってきた、貴重な歴代マシンをピットにて公開。 

カメラのレンズが捉えた一瞬でつづる、鈴鹿８耐２９年間の歴史写真展も同時

開催。第１回大会から第２９回大会までの心に残る「優勝シーン」（マシン・ライ

ダー）２９点をはじめ、記憶に残る名マシン・名選手・名チームなどのフォトショッ

ト、当時の風景写真などを雰囲気あふれるピットにてご覧いただけます。 

●両日とも ゲートオープン ＡＭ８：００（予定）



 

 〒510-0295 

三重県鈴鹿市稲生町7992 TEL（059）378-1111  FAX（059）378-4568  URL http://www.suzukacircuit.jp/ 

- 2 - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※イベントの内容は変更になる場合がございます。ご了承ください。 

Ｄ１のスーパースター“のむけん”来場！ 
白煙を上げながら豪快なドリフトでコーナーを駆け

抜け、その「カッコよさ」で勝敗を決めるD1グランプ

リ。そのD1グランプリのスーパースターで2006年シ

リーズランキング2位の、”のむけん”こと野村謙が

ファン感謝デーにやってくる！ 

2007年カラーに仕立てられた「ブリッツスカイライン 

ER34」も、のむけんと一緒に登場！D1GP開幕直前、

鈴鹿のMSファン感謝デーで一足早く、のむけん＆ 

２００７年仕様のマシンに会いに行こう！ 

ブリッツスカイライン（写真は2006年のマシン) “のむけん”こと野村謙選手 

スーパーアグリＦ１チーム 壮行会開催！ 
2006年にF1の舞台へ躍り出た、「スーパーアグリF1チーム」。

日本全国のF1ファンの期待を一身に受け、鈴鹿でのF1グランプリ

を戦う夢を実現させた鈴木亜久里代表が、モータースポーツ

ファン感謝デーの3/4(日)に来場。スーパーアグリＦ１、２年目の

シーズンに向けての熱い抱負を語ってくれることだろう。また、

スーパーアグリF1マシンSA05(展示用車両)も、場内に展示され

る予定だ。 

スーパーアグリＦ１チーム 

鈴木亜久里代表 

ＴＯＹＯＴＡ Ｆ１シミュレーター登場！
実寸大のＦ１マシンに乗り込み、モニターを見ながらドライビングシミュレーションができ

る「ＴＯＹＯＴＡ Ｆ１シミュレーター」がピットウォークに登場！実物のＦ１さながらのコックピッ

トに座り操るマシンは、シミュレーターと言えども本物に極めて近い疑似体験ができる。 

「鈴鹿サーキット モータースポーツ顕彰」授彰式が行われる
２００６年度にモータースポーツの発展・振興に顕著な活躍・功績を残した個人または団体を

対象にモータースポーツ顕彰を、また大きな活躍が期待される個人を対象にライジングスターア

ワードを設定。その授彰式が３月４日(日)12:30よりグランドスタンﾄﾞ前で行われる。昨年に続き今

年も記念の盾を手渡すプレゼンテーターは一般公募で選ばれたファン代表だ。 

昨年の授彰式の様子 

2006年モータースポーツ顕彰 

(2006年に顕著な活躍をした個人・団体など) 

ス ー パ ー ア グ リ Ｆ １ チ ー ム

（SAF1）・鈴木亜久里 

2006年モータースポーツ特別顕彰 

(2006年に特別な活躍をされた個人・団体など) 

テクニカルスポーツレーシング

（ＴＳＲ）・藤井正和 

2006年モータースポーツ功労顕彰 

(永年に渡りモータースポーツの発展に貢献された個人・団体など) 
北川 圭一 

2006年ライジングスターアワード２輪 

(2006年の活躍と2007年に更なる活躍が期待される２輪選手) 
富沢 祥也 

2006年ライジングスターアワード４輪 

(2006年の活躍と2007年に更なる活躍が期待される４輪選手) 
該当者なし 

※敬称略 

ファンがプレゼンテーター！ 2006年活躍した個人・団体に贈られる 

※３月３日(土)・４日(日)10:00～16:00 ピットにて開催(予定) 

※３月４日(日)13:00～ 開催(予定) 

※３月４日(日)開催 (時間未定) 

※野村謙選手の走行はございません。 

※３月４日(日)12:30～ 開催(予定) 

ファン感謝デー当日には、スーパーアグリF1マシン(SA05展示車)も展示される予定。 

（写真は、昨年11月の「SAF1☆ARTAフェスタ」で、自チームのF1マシンをドライブした鈴木亜久里代表。）

※各賞の出席者は、都合により代理の方のご出席の 

場合もございます。ご了承ください。 
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※イベントの内容は変更になる場合がございます。ご了承ください。開催を予定していた「JLOC20周年記念デモラン」は中止となりました。 

MotoGPは800ccマシン新時代へ。07モデル日本初デモ走行！
ニッキー・ヘイデンの06チャンピオン獲得車なども展示決定！ 

2007年MotoGPニューマシン Honda RC212V 

秋のツインリンクもてぎを舞台に開催される「MotoGP 日本グランプリ」（9月21-23日）。このMotoGPは 

今年からマシンのレギュレーションが大幅に変更され、800ccの新エンジンを搭載し驚異的なコーナリング 

スピードを誇る新世代のMotoGPマシンが登場する。そのニューマシン「Honda RC212V」が早くもモーター 

スポーツファン感謝デーに登場！日本で公の場で走行するのは、これが初めてだ。 

また、昨年MotoGPチャンピオンを獲得したN.ヘイデンの駆ったHonda RC211Vをはじめ、06年仕様のスズキ

GSV-R、ヤマハYZR-M1の車両展示も決定した。 

Ｆ１を頂点に２輪の最高峰モトＧＰ、アメリカ・インディカーシリーズな

ど、世界のレースシーンに君臨し、国内でも全日本ロードレース、

フォーミュラ・ニッポン、Ｆ３、ＳＵＰＥＲ ＧＴからワンメイクレースまで、あら

ゆるレースシーンにHondaの文字が躍る。このチャレンジングスピリッツ

は創業当時からのHondaの精神そのものでもある。 

そして鈴鹿サーキットもまた、創業当時の夢を実現した国内初の国

際サーキットでもある。本田宗一郎の生誕100年を機に、昨年東京青山

ウェルカムプラザにて開催された特別展がここ鈴鹿でも開催される。

「Ｈｏｎｄａ原点の想い ～いつまでも伝えたいものがある～」をテーマ

に、初期のF1マシン、２輪レーサーなどを展示。さらに映像やパネルな

どによる展示でHondaの創業の精神がご覧いただけます。 

写真提供：Honda Collection Hall

● 特別展 開催 ● 

Honda原点の想い ～いつまでも伝 えたいものがある～  

1952年 カブ F型 

1959年 スーパーカブ C100 

1973年 シビック CVCC 1963年 S500 

1965 RA272 

1966年 RC166  

まだまだイベント満載！ファン感謝デーはたっぷり楽しめる2日間  
グリッドウォーク サーキットカート 鈴鹿モータースポーツ市民の会 

ピットdeサイン会 KYOSHOﾗｼﾞｺﾝｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ 

■3月4日(日) 10:00～ 

■メインストレート 

国際レーシングコース上でマ

シンと選手に会えるチャンス！
憧れの鈴鹿サーキットをサーキット

カートで走ろう！ 

■3月3日（土）11:30～13:10 

■3月4日(日) 15:10～16:00 

■国際レーシングコース 

（東コース） 

■3月4日(日) 15:00～ 

■ピット前 

ライダー・ドライバーに急接近

できるチャンス！日ごろ聞け

ない話が飛び出すかも!? 

道上龍選手も来場予定。

（時間未定） 

ラジコンで遊ぼう。 

■3月3日(土)・4日(日) 

9:00～17:00 

■レース場ゲート前 

■３月４日(日)13:20～ 開催  (予定) 

■デモ走行予定ライダー 

  ・RC212V 岡田忠之 

森脇尚護選手 来場 

４日（日）14:00～ 
松田次生選手 来場 

4日（日）13:30～ 

■ ３月３日(土)・４日(日)10:00～16:00 ピットにて開催(予定) 

鈴鹿モータースポーツ市民の会主催で、エンジン始動体験やマシン搭乗

体験、活躍中の地元選手来場などイベントが盛りだくさん！ 

■３月３日（土)・４日（日） 10:00～16:00  グランプリ広場 

■コックピット体験・モータースポーツ相談室・鈴鹿製マシン展示

■ｴﾝｼﾞﾝ始動体験 ３日（土）１１：００～、13:３０～ 4日（日）１１：００～、１５：００～ 

写真は、06 SUZUKI 
GSV-R #21 J.ホプキン
ス車。その他、N.ヘイ
デン 06チャンピオン
獲得マシン、06YAMAHA 
YZR-M1も展示予定。 
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サンクスセット（福袋） F1日本グランプリオリジナル 

魂シリーズ 

2007モータースポーツアウトレット 
3月4日(日)までサーキットプラザ前特設コーナーほか園内各ショップにて好評開催中！ 
（※一部商品は、ホームページ内の専用ページをご参照ください） 

2006.8.6 ハンガリーGP優勝記念 

ホンダRA106 J.バトン ダイキャストモデル 
2006年第13戦ハンガリーGP Honda優勝、そしてキャリア初優勝を果たしたバトン

の記念モデル（世界4000台限定）を発売！ 

ただいま鈴鹿サーキット公式ホームページにて予約整理券申込受付中 

＜※3月1日（木）17:00まで＞。このチャンスを見逃すな！ 

■発売日時：2007年3月3日(土) 8:00 ゲートオープン時より 

■発売場所：プレミアムアウトレット会場向かい特設販売テント 

※お一人様1台の販売とさせていただきます。ただし並び列が解消次第、購入台数制限を解除、また複数の会場で販売する場合があります。 

■発売台数：鈴鹿サーキット 1,800台 

■価 格 ：1台/5.800円(税込) 

■整理券発行について 

鈴鹿サーキット公式ホームページ内、専用ページにて受付～電子メールにより「予約整理券」を発行いたします＜※3月1日（木）17:00まで＞。 

※整理券発行受付、引換え方法などは専用ページをご覧ください。 http://www.suzukacircuit.jp/mp/goods/collector/f1diecast/ 

■商品データ：判型 A4ワイド上製（ハードカバー）240頁

寸法 297mm×235mm 

■発売日 ：２００７年３月４日(日) 

（先着2007冊にシリアルナンバー入り） 

■価 格 ：4,800円(税込) 

■発売元 ：株式会社イデア 

■監 修 ：株式会社モビリティランド 

■問合せ先：鈴鹿サーキット 販売課 

059-378-1111（代表） 

1987年から2006年の間、鈴鹿サーキットで開催さ

れたＦ１グランプリの20年を綴った「鈴鹿Ｆ１日本グ

ランプリ 1987‐2006」がモータースポーツファン感

謝デーが開催されている３月４日(日)に鈴鹿サー

キットで販売される。 

なお、この「鈴鹿Ｆ１日本グランプリ 1987‐2006」

は一般流通はせず、鈴鹿サーキット内の売店およ

びインターネットでの販売となる。 

鈴鹿サーキットＦ１グランプリ２０周年記念冊子 

「鈴鹿F1日本グランプリ 1987－2006」 

ブルゾンやＴシャツ、帽子、ミニカー、公式プログラム、キーホルダーなど約

10,000点を50%～20%OFFにて大奉仕する恒例のモータースポーツアウトレット。

ご購入のお客様には、すてきな記念品をプレゼントいたします（※記念品は数

に限りがあります。なくなり次第終了）。 ２倍～最大７倍相当の商品が入った

人気のサンクスセット（福袋）の限定販売や、各種メーカーやチームなどのモー

タースポーツブランドもふだんより大幅値下げして登場！ 

「サーキットプラザ」前特設コーナー以外にも、「セレクト“２”」「セレクト“４”」

「サーキットガレージ」でも、特設コーナーにてモータースポーツアウトレットを展

開。また、「フェラーリショップ」ではPUMA商品を全品30%OFFにて大奉仕する。 

そして、モータースポーツファン感謝デー期間中は、さらに値下げして20%～

70%OFFにて展開するとともに、感謝デー限定価格商品も登場！ミハエル・

シューマッハ関連商品をはじめとしたプレミアムアウトレットも開催。その他にも

ファン感謝デー期間中にしか手に入らない限定発売商品が多数登場する。 

モータースポーツファン感謝デー期間中

は、さらにお得な内容で大奉仕！ 

キッズバイクペン 

キッズバイクが走るぞ！ ブロックでＧＯ 

おはなしすてむ手帳 コチラレーシング グッズ コチラレーシング・キッズキャップ 
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●全日本ロードレース JSB1000/ST600 デモ走行  

F.C.C. TSR 辻村猛 岩田悟   

MORIWAKI MOTUL RACING 山口辰也 森脇尚護   

KEIHIN Kohara Racing Team 伊藤真一     
ホンダ 

Team 桜井ホンダ 亀谷長純 武田雄一   

ヨシムラ SUZUKI with JOMO 渡辺篤 酒井大作 行方知基 

Moto Map SUPPLY 波多野祐樹     

Moto Map VEGA 寺本幸司     

WINs SUZUKI RACING TEAM 
(W.S.R.T) 

秋吉耕祐 川瀬裕昌   

Deotex PANTHERA PLOT 今野由寛     

スズキ 

Ohnishi Heat Magic 大西敬紀     

カワサキ TEAM GREEN 高橋英倫     

ヤマハ YSP RT・PRESTO 中須賀克行     

ヤマハ Y'S GEAR RT 阿部典史選手来場。走行には不参加。 

ホンダ TEAM HARC-PRO 小西良輝選手来場。走行には不参加。 

昨年BSB(イギリス・ 

スーパーバイク選手 

権)で、清成龍一選 

手がチャンピオンを 

獲得した「CBR1000RRK」のデモ走行も決定！ 

 

来場マシン・選手最新情報 （予定） 

●歴代鈴鹿８耐マシン展示車両 （ピット内） 

年 No. チーム マシン 参戦ライダー 

1980 12 ヨシムラR&D SUZUKI GS1000 ウェス・クーリー/グレーム・クロスビー 

1981 14 モリワキレーシング モリワキモンスター ワイン・ガードナー/ジョン・ペイス 

1983 12 チーム・ヨシムラ・モリワキ・スズキ SUZUKI GSX1000 グレーム・クロスビー/ロブ・フィリス

1985 21 Shiseido TECH21 レーシングチーム YAMAHA FZR750 ケニー・ロバーツ/平 忠彦 

1987 21 Shiseido TECH21 レーシングチーム YAMAHA YZF750 マーチン・ウイマー/ケビン・マギー

1987 45 ヨシムラスズキ OlioFiat SUZUKI GSX-R750 ギャリー・グッドフェロー/高吉克朗

1990 21 Shiseido TECH21 レーシングチーム YAMAHA YZF750 平 忠彦/エディー・ローソン 

1992 11 OKI HONDA RT Honda RVF750 ワイン・ガードナー/ダリル・ビーティー 

1995 11 TEAM HRC Honda RVF/RC45 アーロン・スライト/岡田忠之 

1999 100 カストロール with HSC Honda RVF/RC45 ジョン・コシンスキー/武田雄一 

2000 12 ヨシムラスズキGP1DAXIM SUZUKI GSX1300R 出口 修/ショーン・ジャイルス 

2001 19 モリワキMOTULレーシング モリワキMTM-1 浜口俊之/稲垣 誠 

2003 71 チーム桜井ホンダ７１ Honda VTR1000SPW 生見友希雄/鎌田 学 

2006 101 TOY STORY RT RUNA & HARC-PRO. Honda CBR1000RR 小西良輝/安田穀史 

2006 778 F.C.C.TSR ZIP-FM Racing Team Honda CBR1000RR 辻村 猛/伊藤真一 

■３月４日(日) 11:20～(予定)

■デモ走行予定ライダー 
・CBR1000RRK 手島雄介選手 

全日本ロードレース参戦決定 
世界を戦ったノリッ

クこと阿部典史が07

全日本ロードレース

JSB1000に参戦する

ことが決定！そのノ

リックも来場予定だ！

■３月４日(日) 11:20～(予定) 

※阿部選手はデモ走行に参加いたしません。

07年最新マシンが早くも登場！今シーズンの行方

を占う、開幕戦SUZUKA GT300kmレースの直前とな

るだけに、迫力のシェイクダウンは必須だ！ 

ノリック来場！ 

●SUPER GT デモ走行 

TAKATA 童夢 NSX 道上 龍 
Honda NSX 

ARTA NSX 伊藤大輔 

NISSAN フェアレディ Z XANAVI NISMO Z 本山 哲 

TOYOTA TEAM TOM'S   
TOYOTA レクサス SC430 

ZENT CERUMO SC430 立川祐路 

GT マシン展示（3/3・4 とも） ２００６ ＃３２ EPSON NSX （体験搭乗できます）

●フォーミュラ・ニッポン デモ走行 

Honda ＰＩＡＡ ＮＡＫＡＪＩＭＡ 小暮卓史   

Ａｒａｂｉａｎ Ｏａｓｉｓ ＴＥＡＭ ＩＭＰＵＬ 本山 哲 ミハエル クルム 

ｍｏｂｉｌｅｃａｓｔ ＴＥＡＭ ＩＭＰＵＬ ブノワ トレルイエ 松田次生 TOYOTA 

Forum Engineering Team LeMans 片岡龍也 高木虎之介 

07年も22台のバトルが見もの。 

デモ走行には活躍が期待されてい

るチーム・選手が登場。シーリズを

通して目が離せない！ 

MotoGPマシンも展示 

・2007「No.26 RC212V」 

D・ペドロサ車 

・2006「No.21 スズキGSV-R」

J･ﾎﾌﾟｷﾝｽ車 

・2006「No.69 ホンダRC211V」

N･ﾍｲﾃﾞﾝ車 

（ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ獲得ﾏｼﾝ） 

・2006ヤマハ YZR-M1 

■３月４日(日) 14:00～(予定) 

■３月４日(日) 12:00～(予定) 
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'07年型スーパーＧＴマシン驚異のパフォーマンスが明らかになる！

鈴鹿開幕戦に向けた勢力図が判明 

ＧＴＡ公式テスト(SUPER GT) 

毎年し烈な戦いが展開されるスーパーＧＴシリーズ。今年も鈴鹿サーキット

で開幕戦（３月17日・18日）が行われるが、その勢力図が判明するのが、３月

２日(金)・３日(土)の今季初の合同テストだ。ＧＴ５００クラス、ＧＴ３００クラスとも

参戦全チームが始めて顔を合わせることになる。すでにＧＴ５００クラスはホン

ダ、トヨタ、ニッサンのメーカーテストが実施されており、そこで分かったことは

ＧＴマシンの驚異的な進化だった。ＮＳＸ、レクサスＳＣ４３０、Ｚの07年型ニュー 

ホンダ ＮＳＸ 

トヨタ レクサスＳＣ４３０ 

ニッサン フェアレディＺ 

ヴィーマック 

紫 電 

ランボルギーニ ムルシエラゴ 

実力派ルーキー参戦、大物ドライバーのチーム移籍、そしてカムバック！！

話題満載のフォーミュラ・ニッポン、2007ラインアップが判明 

フォーミュラ・ニッポン公式合同テスト

昨年は圧倒的な速さを見せつけたＢ・トレルイエが、日本一速い

男・本山哲、チームメイトの松田次生、予選最速男・小暮卓史、驚異

のルーキー・Ｌ・デュバル、悪コンディション最強のＡ・ロッテラーらと

の死闘を制して初のチャンピオンに輝いた。彼らを始め強豪ドライ

バーは今年も引き続き参戦するが、チームを移籍して心機一転チャ

ンピオンを狙う大物ドライバーもいる。またＦ・ニッポン復帰の大物ド

ライバー、さらには実力派ルーキーの参戦も明らかになっており、参

戦ドライバー全体がレベルアップするのは確実だ。また昨年一新さ

れたマシン、ローラＦＮ06も、新開発ホンダ、トヨタのＶ８エンジンもさ

らに開発が進んでおり、ハイレベルなドライバーたちによる超高速バ

トルが見られることになった。フォーミュラ・ニッポンは開幕前のテスト

走行が制限されており、５日、６日の鈴鹿合同テストが今季初の本

格テストとなる。今季鈴鹿サーキットでは３戦（第２戦、第５戦、最終

第９戦）が開催されるため、いかに鈴鹿を攻略するかがタイトル獲得

への鍵となる。今季初の合同テストは、いきなり実戦モード、気迫の

走行となりそうだ。 

Ｌ・デュバル 松田 次生 

本山 哲 Ｂ・トレルイエ 

ホンダエンジンを搭載する 

PIAA NAKAJIMAのマシン 

トヨタエンジンを搭載する 

mobilecast TEAM ＩＭＰＵＬのマシン 

できるのだろうか？。ただひとつ分かっているの

は、これまで誰も経験したことのないハイスピード

な合同テストに、そして開幕戦になるということだ。

マシンが、テスト走行が始まって間もない状況で昨年のタイムを実に２秒近くも上

回ったのだ。ＧＴマシンはいったいどこまで速くなるのか、それがこの合同テストで明

らかになるわけだ。 

これはＧＴ３００クラスマシンも同じ。昨年タイトルを争った紫電、ヴィーマック、

RX-7ともさらに進化したマシンを投入。これを追うランボルギーニ・ムルシエラゴ、

Ｚ、ＭＲ－Ｓも同じで、このオフに大きく性能を向上させている。はたして鈴鹿開幕戦

にどのチームがアドバンテージを持って臨むことが 

3月2日(金) 9:30～11:30 14:30～16:30 
3月3日(土) 9:00～11:00 14:00～16:00 

3月5日(月) 10:30～12:30 15:00～17:00 
3月6日(火) 10:00～12:00 14:00～16:00 

ワークスチームの参戦、ノリックこと阿部典史の参戦など話題が豊富な今年の全日本ロードレース。開幕戦は３月３１日(土)・

４月１日(日)ツインリンクもてぎ、第２戦は４月１４日(土)・１５日(日)に鈴鹿サーキット（鈴鹿２＆４レース）で行われる。こ

の全日本ロードレースのテスト走行がファン感謝デーの興奮冷めやらぬ５日(月)に行われるのだ。開幕戦を控えた重要なテ

ストとなるだけに、各チームとも実戦さながらの走行となることが予想される。ファンにとっても今年のシーズンを占う上で

重要なテストとなるだろう。 

テスト走行 ＪＳＢ１０００／ST600 3月5日(月) 9:00～10:30 13:30～15:00 

勢力図が大きく変わる全日本ロードレース 


