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２０１０

4/1７

予選

SAT.

・

18 SUN.
決勝

２０１０ 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第１戦 鈴鹿サーキット
２０１０ ＭＦＪ全日本ロードレース選手権シリーズ第２戦

鈴鹿サーキット国際レーシングコース

１周 5.821km（2輪） 5.807km（4輪）

［２輪ロードレース ＪＳＢ１０００］ ［４輪 フォーミュラ・ニッポン］

国内最高峰レース競演!!
毎年本格的なモータースポーツシーズン突入を告げるのが鈴鹿2&4レースだ。2輪、4輪の国内トップクラスのレー
スが同時に開催される、唯一のビッグイベントであると同時に、長い歴史を誇る伝統のイベントでもある。昨年はGT
レースの頂点、SUPER GTと国内2輪ロードレースの頂点、JSB1000の開催だったが、今年は4輪が07年以来3年ぶ
りに国内フォーミュラの頂点、フォーミュラ・ニッポンとなって国内最速バトル、夢の競演が実現。フォーミュラ・ニッポ
ンの驚異的なスピード、JSB1000の息詰まるデッドヒートは、モータースポ―ツファンはもちろん、全ての人を魅了す
るはずだ。

2009年2&4レースJSB1000スタートシーン

2009年フォーミュラ・ニッポン第5戦スタートシーン

前売観戦券が３，９００円（大人）でパスポート付！お求めやすい価格になりました！
全席自由席！観戦券のみでグランドスタンドからもご覧いただけるようになりました！
大人観戦券5,500円（前売。2009年価格）が2010年は3,900円（前売）と、お求めやすい価格になりました。もちろん
大人観戦券・ペアチケットにはゆうえんちパスポート1日が付いています。さらには全席自由席（パドックエリアを除く）
となり、大型ビジョンが見られるグランドスタンド（V1・V2席）からも、観戦券だけで快適にご観戦いただけます。

※詳細は本リリース6ページ、および鈴鹿サーキットホームページをご覧ください。
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ＪＳＢ１０００

伊藤真一が全日本ロードレースＪＳＢ１０００クラス卒業！!
ラスト・ランを見逃すな!!
今シーズン限りで全日本ロードレースJSB1000クラス卒業を表明した伊藤
真一。1988年、国際A級（当時）に昇格すると同時にHondaのワークスライ
ダーとなり、当時の最高峰クラスである全日本GP500に参戦したことから、シ
ンデラボーイと呼ばれた伊藤。その後、1993年から4年間、世界GPの500cc
クラスに参戦。1997年に全日本スーパーバイクに復帰し、その後は全日本
JSB1000クラスに参戦するなど、ロードレースの最前線で活躍してきた。全
日本ロードレースでの通算28勝はもちろん最多であり、併せて鈴鹿8時間耐
久ロードレースでは7回のポールポジションタイムの記録と3勝を挙げており、
今季限りで全日本ロードレースJSB1000
これが絶対王者と呼ばれるゆえんでもある。
クラスの卒業を表明した伊藤真一
2007年のシーズン開幕前のテストで転倒し、股関節を痛めたが、懸命
のリハビリの末に復帰。昨年の最終戦MFJ-GP鈴鹿での第1レース、中須賀克行との超絶バトルは記憶に新し
いところであり、今年もチャンピオン候補の一角を形成する実力者だ。まして全日本ロードレースJSB1000クラス卒
業を表明してのレースとなれば、これまで以上のアツイ走りを見せてくれることは間違いない。

今年も実力者がそろった国内最高峰ＪＳＢ１０００！!
国内最高峰JSB1000の、今年の中心ライダーは、2008～2009年のV2チャンピオン中
須賀克行（Yamaha）だ。これまで中須賀は、鈴鹿サーキットでの優勝を渇望してきたが、
それも昨年の最終戦MFJ-GP鈴鹿で達成。しかし、
この時は東ショートコースでの戦いであり、今大会で
はフルコースでの勝利をめざす。チームを率いるの
はヤマハのレースシーンを代表する平忠彦氏で、今
年の中須賀は、チームを率いる平、そして藤原儀彦
氏が持つ全日本最高峰クラスでの3連覇に挑む。な
お、中須賀のチームメイトとしてベテラン武田雄一も
参戦だ。
秋吉耕佑
高橋巧
中須賀克行
進化し続けるチャンピオン中須賀に対するのは、
全日本ロードレースJSB1000からの卒業を表明した
伊藤をはじめ、最速ライダーの異名を持つ秋吉耕佑のふたりが有力。さらに、
古巣となるハルク・プロに移籍した若手注目ライダー高橋巧（いずれもHonda）
からも目が離せない。また、ファイター柳川明（Kawasaki）が継続参戦を予定し
ている他、これまでさまざまなチームで多くの経験を培ってきたベテラン出口修
（Suzuki）も手強い存在になる。
柳川明

出口修

新設のＪ-ＧＰ２に注目だ!!
今年から新設されたJ-GP2クラス。エンジンは4ストローク4気筒600ccで、フレームに関しては、ST600をベースに
改造を施したものとオリジナル制作のものが参加できる。今年から世界GPでスタートするMoto2クラスを見据えた
クラスとも言えるが、Moto2とは違いHondaエンジン、ダンロップタイヤのワンメイクという規定はない。なお、今大会
では、小西良輝、高橋江紀らがJSB1000との混走で登場予定だ。
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フォーミュラ・ニッポン

進化した新生フォーミュラ・ニッポン
２年目の激戦が鈴鹿サーキットから幕を開ける！!
昨年まったく新しいマシン、エンジンで新たなスタートを切ったフォーミュラ・
ニッポン。ホンダ、トヨタが供給する3400㏄、V型8気筒エンジンは600馬力以上
のパワーを絞り出し、最高速は軽く時速300キロを超えるほどで、エアロダイナ
ミクスに優れたボディ(FN09)との相乗効果で、まさにF1に次ぐハイスピードバト
ルが実現した。2年目を迎えた2010シーズンはマシンの開発、セッティングも進
み、ドライバーもFN09最速の走りをマスターした。手探りの部分が残っていた昨
年とは違い、今シーズンは開幕戦から本来の、これまでで最もハイパフォーマ
ンスな戦いが見られることになった。
FN09

ナカジマレーシング、チームインパルの対決に誰が、どのチームが挑むのか?!
新たな激闘が始まる！
これまでフォーミュラ・ニッポンをリードしてきたの
が星野一義監督率いるチームインパルと中嶋悟監
督率いるナカジマレーシングだ。両監督の現役時代
そのままに激しいトップ争いを演じ、昨年はナカジマ
のL・デュバルが4勝を挙げて初のドライバーズチャ
ンピオンを獲得すると同時に、チームメイトの小暮
卓史も2勝を記録して、インパルが獲得し続けてきた
ナカジマレーシング
チームインパル
チームタイトルも7年ぶりに奪還した。
ホンダエンジン勢を代表するナカジマ、トヨタエンジン勢を代表するインパルの熱き戦いは、もちろん今年も続くは
ずだ。そして昨年1勝を記録してランキング3位に食い込んだA・ロッテラー(チーム・トムス)のように、ナカジマ、イン
パル勢の争いに割って入るチーム、ドライバーにも注目が集まる。さらには驚異のルーキーの参戦も予想されてお
り、フォーミュラ・ニッポンは今年も話題満載とともに、レース史に残るハイスピード、ハイレベルな戦いを見せてくれ
るはずだ。

開催概要
■大会名称：鈴鹿2＆4レース
2010 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第1戦 鈴鹿サーキット
2010 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ第2戦
■併 催 レース：2010年アチーブメント全日本フォーミュラ3選手権 第1戦・第2戦
ホンダ エキサイティングカップ ワンメイクレース 2010 ～シビック・インターシリーズ／西日本シリーズ～第2戦
■主
催：財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会（MFJ） ／ グループ．オブ．スピードスポーツ（GSS） ／
鈴鹿モータースポーツクラブ（SMSC） ／ 株式会社 モビリティランド ／
■公
認：国際自動車連盟（FIA） ／ 社団法人 日本自動車連盟（JAF） ／ 国際モーターサイクリズム連盟（FIM）
■認
定：日本レースプロモーション（JRP） ／ 日本フォーミュラスリー協会（ＮＦIIIＡ）
■後
援：東京中日スポーツ ／ 中日スポーツ ／ 中日新聞社 ／ 文部科学省
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イベント情 報
キッズピットウォーク
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！今
回の2＆4では、お子様連れの方のみが参加できるキッズピットウォークが、4
月17日（土）の全セッション終了後に行われます。さらにマーシャルカー展示
などお子様に喜んでいただけるイベントを多数開催いたします。

■開催日時：4月17日（土） 全セッション終了後
■開催場所：ピットレーン
■対
象：中学生以下のお子様と保護者の方
※写真はイメージです
■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。

ピットウォーク
マシンやドライバー、そしてレースに花を添えるレースクイーンを間近で見られる
チャンス！大好評のピットウォークを4月17日（土）・18日（日）のお昼の時間帯に開
催します。また小学生以下のお子様は無料でご参加いただけますので、この機会
にぜひご参加ください！

■開催日時：4月17日（土）・18日(日) ※時間未定
■開催場所：ピットレーン
※写真はイメージです
■料
金：大人（中学生以上）2,000円 ／ 小学生以下無料
※前売ピットウォーク券は完売する場合があります。お早めにご購入ください。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の販売はございません。
※ピットウォーク時に、脚立のお持込はご遠慮ください。

サービスロードツアー
通常は緊急車両などの通路として使用されるサービスロードの見学ツアーを、4月
18日（日）のサポートレース中に開催！
※VIPスイート・プレミアム、ホスピタリティラウンジご購入のお客様の中から抽選で
ご参加いただけます。
※写真はイメージです

レース終了後の表彰式をメインストレートから祝福しよう！
「2010 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第1戦 鈴鹿サーキット」「2010 MFJ全日本
ロードレース選手権シリーズ第2戦 スーパーバイクレース in 鈴鹿」決勝レース終了
後、グランドスタンド前のゲートをオープンしメインストレートを開放！みんなで感動の
表彰式を体感しよう！

■開催日時：4月18日（日） 決勝レース終了後
※メインストレートへのご入場は表彰式の準備が整ってからとなります。
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予選チェックシートで予選をもっと楽しく！
今回の「2010 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第1戦 鈴鹿サーキット」はノックアウト予選方式。このノックアウ
ト方式は、F1などで採用されているシステムと同じで「Q1」「Q2」「Q3」の3回のセッションが行われる。
この予選をわかりやすく観戦してもらうためGPエントランスにてノックアウト予選チェックシートを配布。これを片手
に観戦すれば、どのドライバーが厳しい予選を勝ちぬいているかよくわかり、より楽しく観戦してもらえるはずだ。
※予選方式は変更となる場合がございます。
【ノックアウト予選チェックシート設置場所】：GPエントランス（レース場入場ゲート）

優勝当てクイズに参加し、素敵なプレゼントをゲットしよう！！
4月18日（日）に行われる「2010 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第1戦 鈴鹿サー
キット」「2010 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ第2戦 スーパーバイクレース
in 鈴鹿」各決勝レースの優勝者を予想してください。見事正解された方の中から抽選
で豪華プレゼントが当たります。

■応募用紙ダウンロード：エントリーが発表され次第、ホームページにて申込用紙を公開
いたします。
■応募用紙設置場所：GPエントランス（レース場入場ゲート）
■応 募 期 間：4月17日(土)のゲートオープンから、4月18日(日)
「2010 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ第2戦 スー
パーバイクレース in 鈴鹿」のスタート1時間前まで
※こちらの記入用紙はイメージです
■投 函 場 所：GPエントランス（レース場入場ゲート）付近
※4月18日(日) 「2010 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ第2戦 スーパーバイク
レース in 鈴鹿」スタート1時間前まで設置
■賞
品： 1. フォーミュラ・ニッポンペアご招待券（観戦券・ホスピタリティラウンジパス付き）1組2名様
2. コカ・コーラ ゼロ鈴鹿8時間耐久ロードレースペアご招待券
（観戦券・ホスピタリティテラスパス付き）1組2名様
3. 優勝ドライバー、ライダーサイン入りグッズ 10名様
※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
■当 選 発 表：当選者は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。
※投函BOX、専用ページにご応募いただいた正解者の中から抽選いたします。
※会場にお越しになられない方のご応募はできません。
※イベントの内容は変更になる場合がございます。予めご了承ください。

Ｅｎｊｏｙ Ｈｏｎｄａ ＳＵＺＵＫＡ ２０１０同日開催！
今年で開催10周年を迎えるEnjoy Hondaはイベントが盛りだくさん！
Honda製品にふれられるイベントや人気のものづくり体験など、家族みん
なで楽しめるよ！さらに、今回は「Enjoy Honda SUZUKA 2010」のチケット
で同日開催の「SUZUKA 2＆4レース」が観戦できます！Enjoy Hondaも
2&4レースも同時に楽しんじゃおう！！
※詳細はEnjoy Hondaホームページ(http://www.honda.co.jp/enjoyhonda/)
をご覧ください。
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２月 １８日 (木 )チケット発 売 開 始 ！
前売観戦券が３，９００円（大人）でパスポート付！お求めやすい価格になりました！
全席自由席！観戦券のみでグランドスタンドからもご覧いただけるようになりました！
［価格はすべて税込］

■当日観戦券

■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

３，９００円

4月17日（土）予選日
4月18日（日）決勝日

入場のみ

７，０００円

１，６００円

大人
中・高校生
ゆうえんち入園料（1,600円）
４，２００円
１，６００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
※大人観戦券・ペアチケットにセットされているパスポート（レ－ス開催日いずれか1日有効）は「ゆうえんちのりもの乗り放題モート
ピアパスポート」となります。
※ペアチケットは前売りのみの発売で、2名セットとなります。
※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
パドックパスJr

■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

２５，０００円

＜大人（中学生以上）＞

＜子ども（3歳～小学生）＞

６，０００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。

～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

３２，０００円

■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）
4月17日（土）予選日
２，０００円
4月18日（日）決勝日
２，０００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

２５，０００円

＜子ども(3歳～小学生)＞
（2日間有効・観戦券込み）

２５，０００円

８，０００円

無料

※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。

～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
ファミリーラウンジJr
＜大人(中学生以上)＞
（2日間有効・観戦券込み）

子ども

■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
ホスピタリティテラスJr
＜大人（中学生以上）＞
（2日間有効・観戦券込み）

＜子ども（3歳～小学生）＞
（2日間有効・観戦券込み）

１７，９００円

２，８００円
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年間リザーブで快適観戦！シーズンシート、好評発売中！
■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】（F1日本グランプリは除く）
・2010 AUTOBACS SUPER GT Round1 SUZUKA GT300km 3月20日（土）・21日（日）
・鈴鹿2&4レース 4月17日（土）・18日（日）
・スーパー耐久・鈴鹿500km 5月29日（土）・30日（日）
・鈴鹿300km耐久ロードレース 6月12日（土）・13日（日）
・“コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8時間耐久ロードレース 第33回大会 7月23日（金）～25日（日）
・SUPER GT Round6 第39回 インターナショナル SUZUKA GT サマースペシャル 8月21日（土）・22日（日）
・第42回MFJグランプリ スーパーバイクレース in 鈴鹿 10月30日（土）・31日（日）
・フォーミュラ・ニッポン最終戦 鈴鹿サーキット 11月6日（土）・7日（日）
※2010年F1日本グランプリチケット優先購入特典付き。
※詳細はホームページをご覧ください。

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.mobilityland.co.jp/にアクセス！

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

2月18日(木)～4月17日（土）まで（販売時間 10:00～17:00）

■鈴鹿サーキット電話通信販売
059-378-1100（通販専用）

2月18日(木)～4月11日（日）まで（販売時間 10:00～16:00）

■MOBILITY STATION （オンラインショッピングサイト）

2月18日(木)～4月11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/

４月１７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

〒510-0295 三重県鈴鹿市稲生町7992

TEL（059）378-1111

059-378-1111（代）

URL http://www.suzukacircuit.jp/
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