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●主催 ： ビッグエンドレーシングクラブ（ＢＥＲＣ） 

●公認 ： 財団法人 日本モーターサイクルスポーツ協会（ＭＦＪ） 

●協賛 ： 日本グッドイヤー株式会社 ／ スナップオンツールズ株式会社 ／ 株式会社イージーライダーズ ／ フェデラルモーグル株式会社 ／ 株式会社アムラックス 

●後援 ： ＺＩＰ－ＦＭ 

●協力 ： ＮＨＲＡ（ナショナルホットロッドアソシエーション） ／ 株式会社モビリティランド ／ 有限会社ＭＳＳ ／ 株式会社フリーウェイ 

 

 

 

 
ゴールデンウィークも鈴鹿サーキットは熱い！５月６日（日）、国際レーシングコース・メイン

ストレートでドラッグレース「2007 BERC DRAG RACING CHAMPIONSHIP in SUZUKA」が開催される。 

アメリカで古くから人気を博している競技で、２台のマシンが左右に並んで、シグナルの合図と

ともに猛ダッシュ。ゴールラインを速く駆け抜けたほうが

勝ち！というシンプルなものだが、その迫力は日本国内で

観られるモータースポーツの中で最もすごいものだ。市販

車をベースにしたものからドラッグレース専用に作られた

ものまで、さらには２輪、４輪に分かれてさまざまなクラスが

あるが、メインとなるのがファニーカー、ドラッグスターと呼

ばれるマシンだ。 

ファニーカーは外観は乗用車の形に見えるが、これは

あくまでも「カバー」と言っていい。中身はパイプで組まれた

狭いスペースにドライバーが座り、その前方にアルコール燃料を使用したＶ型８気筒、8000cc以上の巨大

エンジンが搭載されている。このエンジンにはスーパーチャージャーが組み合わされており、そのパワー

は実に3500馬力で、201mを5秒を切る速さで駆け抜けるのだ。 

ファニーカーの中身をさらに進化させたのがドラッグスターで、空気の抵抗を極力小さくするために細く

長いノーズに自転車ほどの小さな車輪がついている。ドラッグレースは直線のみで競技が行われるため、

はなから曲がることを考えていない徹底ぶりだ（とは言っても少しは曲がるが）。 

そしてその上を行くのがジェットカー（エキジビション参加）。ジェットエンジンを搭載したもので、ドライバー

は巨大なエンジンの横にちょこんと座っている感じだ。そのパワーは実に１万７千馬力！！長さが２０mに

も達する炎を吹き上げ、耳をつんざく轟音とともに駆け抜けるのだ。201mをわずか4秒あまりで走り、最高

速は時速400キロにも達する、まさにモンスターマシン。あっと言う間にゴールラインを切ってしまう迫力は

一見の価値ありだ。 

また園内でも楽しいホビー満載のゴールデンウィーク特別イベントを開催しており、ファミリーがそろって楽しめるのがゴールデンウィークの

鈴鹿サーキットだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007.4.30 配信

スタートからたった４秒で時速３００キロオーバー！！ 
ゴールデンウィークの鈴鹿にアメリカンモンスターマシンの轟音が響き渡る！！

 5/６ SUN 
２００７ 

2007 BERC DRAG RACING CHAMPIONSHIP 
BERC ドラッグレーシング チャンピオンシップ in SUZUKA 

鈴鹿サーキット国際レーシングコース 

メインストレート 

スタート前のバーンアウトで上がる 
白煙は大迫力 

ドラッグスタークラスのマシン 

ドラッグマシンにはバイクもある 

ゴールデンウィークのビッグイベント！ 

時 間 内   容 
07:30～ チケット発売開始 

08:00～ ゲートオープン 

08:45～09:05 大会開会式 
09:05～ 予選 
10:30～ Heat 1 
11:20～ エキシビジョン 1 

Jr.Dragster,FB,TF 
11:30～ Round 1 

13:00～ アトラクション 1 
ハーフタイムチア 
『Team Spark・KIDS』 

時 間 内   容 
13:10～ エキシビジョン 2 

JET CAR DEMOS 
13:20～ Heat 2  Heat 3 

Round 2  Round 3 
16:00～ エキシビジョン 3 

FB,Jr.Dragster,D1,TF 
16:10～ アトラクション 2 

FINALチア『Team Spark』 
16:15～ Final 
17:30～18:00 暫定表彰式  

BERC ドラッグレースは 

ツインリンクもてぎでも開催！
■Rd.2 7月15日（日） 

■Rd.3 10月14日（日） 

※天候などの理由により、変更、中止となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

★詳しくは鈴鹿サーキット公式ホームページ（http://www.mobilityland.co.jp/suzuka/）へ！ 
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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。 

 

 

 

ゴールデンウィーク真っただ中！必見の人気イベントはこちら！

D1グランプリ トップドライバーのデモンストレーション走行が決定！ 
昨年度のシリーズランキング4位、第1戦のエビスサーキットを終えた段階で現在ランキング2位の

川畑選手（チームTOYO）がスペシャルゲストとしてデモストレーション走行 

を披露！ チームメイトの黒井選手とのツインドリフトは見逃せない！ 
 

●参加予定＜チームＴＯＹＯ＞ 

・川畑選手 シルビア（S15） 

・黒井選手 １８０ｓｘ（PS13） 

エクストリームバイクパフォーマンス 
ビッグバイクでのド迫力エクストリー

ムパフォーマンス！ノーハンドウィリー

（写真）やキリスト（ライダーがバイクの

シートに直立する技）はまさに走るアー

ティストだ！ 

 

■場所：メインストレート 

■時間：不定期 

アメ車大集合 
迫力のマッスルカーをメインとした新旧のアメ車がグランプ

リスクエアに大集合！気に入ったクルマの前でアメリカンな

ポーズで写真撮影を楽しもう！ 

 

■場所：グランプリスクエア 

■時間：9:00～15:00（予定） 

※雨天時は中止になります。 

■場所：メインストレート 

■時間：16:00～（予定） 

●ＢＥＲＣ ドラッグレースを私たちが盛り上げます！● 

可愛いキッズたちのチアリーディングチーム DeliciouS（デリシャス）。

キュートなスマイルで観客を魅了します。 

■場所：メインストレート 

■不定期 

チームのリーダーは早稲田大学応援部出身でバックダ

ンサーや、アメリカのNFLチアリーダートライアウトfinal進出

など、数々の経歴をもち、現在は高校での部活指導やチア

キッズ講師を行いながら、代表としてチームをリードしなが

ら現役としても活動しています。 

DeliciouS（デリシャス）チアリーディング 

マスコットガール 

Ｂ ＱＵＥＥＮＳ 
ＤＪ モト西沢 

チアリーダー「ＴＥＡＭ ＳＰＡＲＫ」と 

オフィシャルレースクィーン「ＨＯＮＥＹ」 

川畑選手（左）と黒井選手（右） 

※写真はイメージです 

★5月26（土）・27（日）はＤ１グランプリ in SUZUKA開催！ 

詳しくは、http://www.mobilityland.co.jp/suzuka/へ！ 

TEAM SPARK HONEY 
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チケットは当日のみの販売となります 

当日観戦券（税込） 

大人（中学生以上） 子供（小学生） 幼児（３歳以上～未就学児） 

2,500円 800円 

（ゆうえんち入園料） 
600円 

（ゆうえんち入園料） 
※当日券の発売開始時間は5月6日7：30～を予定しております。 天候・路面等の状況によって発売開始時間は変更いたします。  

※本イベントはモートピアパスポートでもご覧いただけます。 
 

パドックパス（税込） 

大人（中学生以上） 子供（３歳～小学生） 

2,500円 500円 
※観戦券が別途必要です。  

※パドックパスは、レース場入口指定席券売所にて販売いたします。  

※パドックパスで、パドックおよびピット上観戦エリア、ピットエリアにご入場いただけます。  

（ピットロードのコース側の一部エリアにはご入場いただけません。）  

■下記の案内をご確認の上、ご来園ください。  
● 天候、路面の回復が見込める場合、レース開始時間、競技内容を変更して開催いたします。 

● 天候、路面が回復しない場合、エキシビジョンレースを開催する場合がございます。  

● 競技が非開催でエキシビジョンレースを開催した場合パドックは無料開放いたします。 

● 天候悪化により競技が中止になった場合、レースの進行状況により以下の対応をおこないます。 

  [ 以下のケースでは払い戻しはおこないません ] 

  ・競技が成立した場合、払い戻しはおこないません。 

  ・競技が不成立でエキシビジョンレースが開催できた場合、観戦券の払い戻しはおこないません。 

  [ 以下のケースでは払い戻しをおこないます ] 

  ・競技が不成立でエキシビジョンレースが開催できない場合、観戦券の払い戻しをおこないます。 

  ・パドックが無料開放になった場合、パドックパスの払い戻しをおこないます。 

  ・払い戻しが発生した場合、別途ご案内申し上げます。 

ゴールデンウィーク ゆうえんちは、夜までず～っと楽しい！！ 

チケットに関するお問い合わせ：鈴鹿サーキットレースチケットセンター 059-378-1111（代） 

５月６日（日）まで 

ゴールデンウィークは朝から夜までいっぱい遊べるよ！ 

５／３（木・祝）～６（日）は２０時まで営業！時間を気にせず、たくさん遊べる、

この機会をぜひお見逃しなく！ 

ゴールデンウィークは、鈴鹿サーキットで一日中楽しんじゃおう！ 

鈴鹿サーキットのゴールデンウィークは、ゲーム＆ホビーが体感でき

るイベントを開催！最新ホビーが集結したコロコロホビーグランプリ（5/3のみ）

に加え、期間中人気ホビーが無料で体験できる特設コーナーも登場！ 

コチラファミリーやASIMOのステージなど楽しいイベントが目白押し！ 

■ゆうえんち営業時間 

日程 ゆうえんち営業時間 
５／１（火） １０：００～１８：００ 
５／２（水） １０：００～１８：００ 
５／３（木・祝） ９：００～２０：００ 
５／４（金・祝） ９：００～２０：００ 
５／５（土・祝） ９：００～２０：００ 
５／６（日） ９：００～２０：００ 

※状況により、ゆうえんち営業時間が変更になる場合が

あります。 

※5月6日（日）はドラッグレースのチケットでご入園いただ

けます。なお、のりものは別料金となります。 


