
 

- 1/5 - 

〒510-0295 三重県鈴鹿市稲生町7992    TEL（059）378-1111   URL http://www.suzukacircuit.jp/ 

 

 

 

 

 

レクサス、ニッサン、Ｈｏｎｄａの次代を担う若手エース３人が火花を散らす！! 
 

Hondaが満を持してニューマシンHSV-010 GTを投入すれば、ニッサンGT-Rも新たに3400ccV8エンジンを搭載。

レクサスSC430もエアロダイナミクスを中心にさらに進化したマシンを投入。1月、2月に鈴鹿サーキットで実施された

メーカー合同テストでは好タイムが続出するとともに、各チームのタイムが拮抗。まさに大接戦、大混戦の戦いが予

想される結果となった。 

 

その中で気を吐いたのが各陣営の実力派若手だ。ユーロ3、GP2で培ったヨーロッパ仕込みの平手晃平（レクサス

SC430）。2008年にGT300クラスでタイトルを取ると2009年GT500クラスにステップアップ、初年度で1勝を挙げた安田

裕信（ニッサンGT-R）。注目のニューマシンHonda HSV-010 GTのNo1ドライバーとなった伊沢拓也。この3人のうち

伊沢はGT500クラス、フル参戦3年目、平手、安田はともにフル参戦2年目。それぞれ開幕戦、鈴鹿ラウンドでの優勝、

そしてシリーズチャンピオンをも見据えている。 

この若手の活躍の背景には、90年代後半から各メーカーが力を入れたドライバー育成プログラムがある。現在、

若手ドライバーの多くはメーカーの育成プログラムをバックグラウンドに持っており、Hondaでは伊沢の後輩である塚

越広大や中山友貴、山本尚貴などさらに若いドライバー達も着実に実力を付けており、いまや日本のモータース

ポーツ界を席巻しつつある。 

 

その若手の前に立ち塞がるのは、2009チャンピオン・レクサスの脇阪寿一、ニッサンのエースに君臨する本山哲、

日本最速男の異名をとるHondaの小暮卓史らのベテラン勢。2010年は若手とベテランという、GT500クラスではこれ

まであまり見られなかった世代交代を賭けた激しい戦いが見られそうだ。 

 

 

■平手晃平 ＬＥＸＵＳ ＴＥＡＭ ＳＡＲＤ （1986年3月24日生 愛知県出身） 

「昨年はタイヤの開発に時間がかかったところもあったけど、今年はすごく

手応えを感じていますね。タイヤの開発も順調でチームのモチベーションも

上がってきています。地元ですから鈴鹿の開幕戦は力が入りますね。予選

からがんがん行きますよ」 

 
 

■安田裕信 ＫＯＮＤＯ ＲＡＣＩＮＧ （1983年11月11日生 滋賀県出身） 

「近藤真彦チーム監督からオファーをもらって移籍しました。少しでもチー

ムの力になりたいですね。チームメイトもすごく速いし、いい所を吸収して自

身もレベルアップして行きたいと思っています。開幕戦ではきっちりと結果を

残したいと思っています」 

 
 

■伊沢拓也 ＴＥＡＭ ＫＵＮＩＭＩＴＳＵ （1984年6月１日生 東京都出身） 

「今年はチームを移籍して、ルーキーの山本尚貴をひっぱって行く立場で

すが、昨年までの2年間で学んだことを活かして頑張ります。まだまだ経験の

足りないところもありますが、それを若い勢いでカバーしたいと思います。もち

ろんタイトルを獲るつもりです」 

 

2010/2/22 配信
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イベント情報 

体験と学習イベントが加わって楽しさＵＰ！ 

GTキッズウォーク 
ピットウォークは混雑していて子供と一緒は心配という家族連れに朗報！

SUPER GTではもうおなじみの、お子様連れの方のみが参加できるGTキッズ

ウォークが、3月20日（土）の全セッション終了後に行われます。さらにはピッ

ト周辺ではオフィシャル活動の実演、マーシャルカー展示、ドクターヘリ見学

会など、体験と学習をキーワードに魅力的なイベントを多数開催いたします。 
 

■開催日時：3月20日（土） 全セッション終了後 

■開催場所：ピットロード・ホームストレート上 

■対 象：中学生以下のお子様と保護者の方 

■料 金：無料 

※時間が終了しましたら、係員の誘導に従い速やかにご退場をお願いいたします。 

※大人のみのご入場はできません。 

フリー走行前の緊迫したピットの雰囲気を体験できるチャンス！SUPER GTの公開車検も見学できるぞ！ 

OPEN PIT（公開車検） 
走行前の緊迫したピット内の状況と、SUPER GT車両がピット内で受ける公開

車検をピットレーンから見学できます（ピットウォーク形式）。OPEN PITへの

参加は、パドックに入場可能なパスをお持ちの方限定です。 
 

■開催日時：3月20日（土） （時間未定） 

■開催場所：ピットロード 

■対 象：パドックに入場可能なパスをお持ちの方 

■料 金：無料 

※写真はイメージです 

※写真はイメージです 

「キッズエンジョイスペース」がＧＰスクエアに登場！ 
GPスクエアにキッズ向けスペースが登場！ファミリーの拠点として、学習をテーマにキッズエ

ンジョイスペースでは様々なイベントを開催いたします。さらにはコチラファミリーも登場予

定！家族みんなで「SUZUKA GT300km」を楽しもう！！ 
 

※開催イベントなどの詳細は、ホームページをご覧ください。 
※写真はイメージです 

ＳＵＺＵＫＡ ＧＴ３００ｋｍは手に汗握るノックダウン方式予選！ 
SUZUKA GT300kmでは予選にノックダウン方式が採用されることが決定した。このノックダウン方式は、F1やフォーミュラ・ニッ

ポンで採用されているシステムと同じであるが、SUPER GTではまずセッション1にGT300、GT500の順で全車が出走してタイ

ム計測を行う。ここで下位がふるいにかけられ、予め決められた順位以下のチームは、次のセッションに進むことができず、ス

ターティングポジション決定となる。 

セッション1を勝ち抜いたチームはセッション2に進出。ここでもまた下位が予選終了となる。 最後のセッション3はまさに精鋭

たちの戦いとなるわけで、誰がトップに立ってもおかしくない状況の中でのタイムアタック合戦はまさに見応え十分。手に汗握

る白熱の展開となるはずだ。  

※予選方式は変更となる場合がございます。 
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※他にも魅力的なイベントを多数開催予定！イベントの最新情報は鈴鹿サーキットホームページをご覧ください 

 

 

 

 

 

ここに来ればすべてわかる！  

イベントインフォメーションブース 
イベントインフォメーションブースは、場内で行われる

イベントのご案内を初め、各イベントの参加受付、リ

ザルト情報など、様々な情報の総合案内所としての

機能を持ったスペースです。 

GPスクエアに来たらまずはイベントインフォメーショ

ンブースへ行こう 

激感スカイデッキ 
コースサイドに設置されたスカイデッキ

にご乗車いただき、上空10m～20mの

高さから、まさに未体験ビューの世界を

お楽しみいただけます！ 
 

※ご利用はパドックへ入場可能なパス

をお持ちの方が対象となります。 

シーズン幕開けを告げる２０１０ ＳＵＰＥＲ ＧＴ開幕前夕祭「Ｔｗｉｌｉｇｈｔ ｐａｒｔｙ」（仮称）を開催！ 
2010年シーズン幕開けを告げるイベント「2010 SUPER GT開幕前夕祭」を3月20日

（土）に開催。前夕祭ではトークショーをはじめとして、シーズン幕開けにふさわしい

様々なイベントを開催予定！ 
 

■日 時：3月20日（土） 公式スケジュール終了後 

■場 所：国際レーシングコース・グランドスタンド前 

※開催時間やイベントなどの詳細はホームページをご覧ください。 

※写真はイメージです 

※写真はイメージです 

応援メッセージ大募集！ 
応募いただいたメッセージの一部をサーキットビジョンなどでご紹介いたします。さらには応援メッセージをいただい

たお客様の中から、栄えある“ベスト・オブ・メッセンジャー”に選ばれた方は、応援メッセージを書いていただいた

チームへの「特別ピット訪問権」をプレゼント！皆様からの熱いメッセージをお待ちしております 
 

※応援メッセージの申し込み方法などの詳細はホームページをご覧ください。 

ＭＯＢＩＬＩＴＹ ＳＴＡＴＩＯＮでグッズを買って特別イベントに参加しよう！ 
 

MOBILITY STATION（オンラインショッピングサイト）にてグッズを3,000円以上（税込）お買い上げのお客様の中か

ら抽選で、鈴鹿サーキットで3月20日(土)・21日(日)に開催される「2010 AUTOBACS SUPER GT Round1 SUZUKA 

GT300km」の特別イベントに参加できる権利が当たるチャンス！ 
 

■ご購入対象期間： 3月7日（日）まで 

■特別イベント内容： ・SUPER GT決勝レースのスターティンググリッドに立てる権利：1組（2名様まで） 

 ・イベント開催中の実況席を見学出来る権利：1組（5名様まで）で最大2組（10名様まで） 

 ・サーキットクルージング（鈴鹿サーキットスタッフ運転）：1回3名様まで 

 ※サーキットクルージングは助手席、後部座席の指定は出来ません。 

  

※お買い上げ商品の中でも各種レースチケットは対象外とさせていただきます。 

※一回のご購入につき3,000円以上（税込）お買い上げのお客様が対象となります。 

※当選者の方へは厳正なる抽選のうえ、3月中旬までにメールまたはお電話にてご連絡させていただきます。 

※特別イベントは、レースイベントの状況により中止・変更になる場合がございます。予めご了承ください。 

 

 

■ＰＣ：http://mls.mobilityland.co.jp/   ■モバイル：http://mls.mobilityland.co.jp/mobile/ 
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■前売観戦券 ファミ得チケット（2日間有効・エリアおよび指定席は決勝日のみ有効） 

 
大人2名＋3歳～高校生１名 大人2名＋3歳～高校生２名 

ゆうえんちモートピア パスポート付 

観戦券＋B・Qエリアセット １４，０００円 １６，８００円 

観戦券＋V2席セット ２０，０００円 ２５，６００円 
 

 

 

 

 
 

 

※３歳～高校生以下の方の当日券はゆうえんち入園料となります。中・高校生：1,600円／小学生：800円／3歳～未就学児：600円 

※前売指定席券完売の場合、当日指定席券は販売いたしません。お早めにお求めください。 

 
 

■パノラマルーム ※別途観戦券が必要です 

1室4名利用・ピットウォーク券付き 

４０，０００円 

 

～最上級のレース観戦～ 

■ＶＩＰスイート・プレミアム（2日間有効） 
観戦券込み・３歳以上共通料金 

４７，０００円 

 

～ハイグレードな観戦スタイル～ 

■ホスピタリティラウンジ（2日間有効） 
大人向け・観戦券込み 

４０，０００円 

 

～ファミリーでゆっくりレースを楽しもう～ 

■ファミリーラウンジ（2日間有効） 

ファミリーラウンジ 
＜大人(中学生以上)＞ 

（2日間有効・観戦券込み） 

ファミリーラウンジJr 
＜子ども(3歳～小学生)＞

（2日間有効・観戦券込み）

４０，０００円 ８，０００円 

 

■ホスピタリティテラス（2日間有効） 

ホスピタリティテラス 
＜大人（中学生以上）＞ 

（2日間有効・観戦券込み） 

ホスピタリティテラスJr 
＜子ども（3歳～小学生）＞ 

（2日間有効・観戦券込み）

２３，５００円 ２，８００円 
 

※各チケットの詳細は鈴鹿サーキットホームページをご覧ください。 

チケット好評発売中 
［価格はすべて税込］

ご案内： 
●大人のお客様は、ゆうえんちモートピアパスポート

では、本レースをご観戦いただけません。 

●中・高校生のお客様は、ゆうえんち入園料のみで

本レースをご観戦いただけます。 

■前売指定席券（決勝日のみ有効）  
※別途観戦券が必要です 

Ｖ２席 

３，５００円 

 

■前売観戦券（2日間有効） 

大人 ペア（大人２名） 中・高校生 
ゆうえんちモートピア パスポート付 入場のみ 

５，５００円 １０，０００円 １，６００円 

 

■当日指定席券（決勝日のみ有効） 
※別途観戦券が必要です 

Ｖ２席 Ｂ・Ｑエリア席 

４，０００円 １，５００円 

 

■当日観戦券 

 大人 中・高校生 

3月20日（土）予選日 ゆうえんち入園料（1,600円） 

3月21日（日）決勝日 ６，５００円 １，６００円 

 

■チーム応援席（観戦券＋Ｖ１指定席セット） 

大人 子ども（3歳～高校生） 

６，５００円 ２，６００円 
※応援席の詳細はホームページをご覧ください。 

 

■パドックパス（2日間有効） ※別途観戦券が必要です 

パドックパス 
＜大人（中学生以上）＞ 

パドックパスJr 
＜子ども（3歳～小学生）＞ 

１０，０００円 １，５００円 
※ホスピタリティラウンジ（ピットビル2階）、ホスピタリティテラス

(ピットビル3階)へご入場いただけません。 

※前売りパドックパス完売の場合、当日パドックパスは販売い

たしません。   
 

■ピットウォーク券 ※別途観戦券が必要です 

 大人（中学生以上） 子ども

3月20日（土）予選日 ２，０００円 
無料 

3月21日（日）決勝日 ２，０００円 
※前売ピットウォーク券が完売の場合は、当日ピットウォーク券

は販売いたしません。 

※ピットウォーク時に、脚立のお持込はご遠慮ください。 
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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

■鈴鹿サーキットレースチケットセンター 3月20日（土）まで（販売時間 10:00～17:00） 
※1月25日(月)～2月7日(日)は休業のためお取り扱いは致しません 

■鈴鹿サーキット電話通信販売  

   059-378-1100（通販専用） 
3月14日（日）まで（販売時間 10:00～16:00） 

※1月25日(月)～2月7日(日)は休業のためお取り扱いは致しません 

■MOBILITY STATION （オンラインショッピングサイト） 3月14日（日）24:00まで（24時間受付） 

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

３月２０日（土）まで販売（一部販売期間が異なる店舗がございます。） 
●電子チケットぴあ ●CNプレイガイド ●ローソンチケット ●イープラス 

●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 ●am/pm  

※コンビニには時間帯に制約があります。※販売店によって、一部取り扱いのない券種があります。 

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） 

鈴 鹿 、もてぎのチケット・グッズが同 時 に買 えるオンラインショップ  

詳 しくは http://mls.mobi l i ty land.co. jp/にアクセス！ 

予約駐車券をＮＥＸＣＯ中日本のホームページにて限定販売！！ 
SUPER GT開幕戦では予約駐車場を設け、お客様の利便性を高めます。駐車券は昨年のSUPER GT ポッ

カGTサマースペシャルと同じくNEXCO中日本のホームページにて販売いたします。NEXCO中日本では、クル

マのおでかけ情報・旅サイト『高速日和』を展開しており、高速道路の情報はもちろん、旅行・宿泊予約なども

できるなど、すでに多くのクルマ好きの方々に利用されております。今年は観戦チケットと駐車券を同時に購

入できるようになり、ますます便利になります。 
 

■駐 車 場 所：鈴鹿サーキット正面駐車場の一部（5番パーキング・7番パーキング） 

■駐 車 台 数：790台  

■ご 利 用 料 金 ：9,500円（税込）／1台（大人前売観戦券とのセット） ※送料別 

4,000円（税込）／1台（駐車券のみ） ※送料別 

■ご 利 用 期 間 ：3月20日（土）、21日（日）の2日間有効  

■お申込み開始日：好評発売中 ※お申込み先着順（定数に達した時点で終了となります）  

今回の募集は、NEXCO中日本様のWEBサイト（http://kousokubiyori.jp/travel/index.html）での販売となります。 

シーズンシート 
■Ｖ２シーズンシート 

110,000円 2名セット・観戦券込み 

■パノラマシーズンルーム 

380,000円 1室4名利用・観戦券込み 
 

※対象レースなどの詳細はホームページをご覧ください。 


