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史上まれに見る大接戦のタイトル争い！ 

中嶋一貴を筆頭に５人がタイトルの可能性を残して鈴鹿に乗り込む！！ 
 

いよいよ最終戦を迎えたフォーミュラ・ニッポン。

今年もまた最終戦がタイトル決定の舞台となった

が、その争いは近年にない大接戦。ここまで5人の

ウイナーが誕生し、その5人がタイトルの可能性を

残して最終決戦を迎えることになったのだ。今季

開幕戦の鈴鹿で優勝し、その後も着実にポイント

を重ねた中嶋一貴（PETRONAS TEAM TOM'S）が

38ポイントのランキングトップ。第3戦で自身初優勝

を飾った塚越広大（DOCOMO TEAM DANNDELION 

RACING）がわずか1ポイント差のランキング2位。昨年のチャンピオン、第2戦、第4戦で優勝したA・ロッテラー

（PETRONAS TEAM TOM'S）が5ポイント差の3位、第6戦で自身初優勝を飾った塚越のチームメイト伊沢拓也が6ポイント差

の4位。第5戦優勝のJP・デ・オリベイラ（TEAM IMPUL）がランキング5位で、トップとはわずか7ポイント差だ。 

ロッテラー、オリベイラはチャンピオン経験者だけに精神的な余裕があるかもしれないが、今年の開幕戦鈴鹿を制した

のは一貴。本人も「鈴鹿は勝っているので最後はいい形で終わりたい」と自信をのぞかせている。そして塚越、伊沢は

ともに今季初優勝を飾った勢いがある。

加えて伊沢は開幕戦で自身初のPP(ポール・

ポジション)を獲得しており、鈴鹿攻略に

自信を持っているのだ。こうして見ると5人が

横一線でタイトル獲りに挑む状況が分かる。

果たして誰がこの争いを制するのか！？

フォーミュラ・ニッポンの歴史に残る戦いが

幕を開ける。 

 

2012年10月29日

株式会社モビリティランド

鈴鹿サーキット

 

11/3 SAT. ・ ４ SUN. 
予選 決勝 

２０１２ 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第７戦

2012年開幕戦のスタートシーン 

塚越広大の走り 中嶋一貴の走り 

中嶋一貴 塚越広大 JP・デ・オリベイラ伊沢拓也 A・ロッテラー
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佐藤琢磨がホームコース鈴鹿に凱旋！Ｆ１で見せたあの走りが蘇る 
 

F1で日本人2人目の3位表彰台を記録した佐藤琢磨。2010年からアメリカ・インディカー

シリーズに参戦。今シーズンは自己最高の2位を記録する活躍を見せている。インディカー

時代はツインリンクもてぎでのシリーズ戦に凱旋していたが、鈴鹿は2006年のF1日本GP以来、

6年ぶりのレースとなる。すでにフォーミュラ・ニッポンはシリーズ第6戦SUGOでデビュー。

初めて経験するコースに苦戦しながらもポイント獲得まであと一歩の9位フィニッシュ。その

実力の片鱗を見せつけた。 

こうなると鈴鹿での期待が一気に膨らむ。鈴鹿は1997年のSRS-F(鈴鹿サーキットレーシング

スクール・フォーミュラ)時代から走り込んだホームコース。F1日本GPでもデビューの2002年

から5位、6位、4位と3年連続して上位入賞を飾ったほど。今年3月の鈴鹿モータースポーツ

感謝デーで行われた、フォーミュラ・ニッポンのエキジビションレースでも、初めて乗るマシン、

あいにくのウエットコンディションにもかかわらず2位フィニッシュの快走を披露した。 

第6戦後には「鈴鹿はどうアプローチすれいいか分かっているので、もっとスピードを追求

できる。思い切った走りをしたいしファンの前でいいとことを見せたい。自分でも期待している」

と語ったほど自信を持っているのだ。2004年のF1ではあと一歩で表彰台の走りにファンは

沸き返った。琢磨ならあの時の興奮を再現してくれるはずだ。 

 

 

タイトル争いを最後まで分からないものにするスプリント２レース制 
 

鈴鹿サーキットでの今シーズン最終戦はスプリントの2レース制で行われる。迫力のスタートシーン、息詰まるバトルが

2度観られるわけで、ファンにとっては楽しさ倍増。と同時にタイトル争いはさらなる接戦を生むことになる。2戦とも独立

したレースで、優勝者にポイントが加算されるからだ。通常は優勝10ポイント、2位、3位は8、6ポイント。4位以下8位まで

5-4-3-2-1ポイントが与えられる。これが2レース制では半分、2位は4ポイント、3位は3ポイントとなるが、優勝者だけ半分

の5ポイントに3ポイントが加算され8ポイント。連勝すれば一気に16ポイント獲得となるのだ。最後の最後で大逆転といった

展開もありそうだ。 

 

 

ＦＣＪはファイナル３レース開催。接戦のタイトル争いが鈴鹿で決着する 
 

未来のトップドライバーを目指す精鋭たちがひしめくFCJは鈴鹿での3レースでチャン

ピオンが決まることになる。今シーズンは開幕戦から平川亮が3連勝。第4戦こそ高星

明誠が優勝したものの、平川がこのままシリーズをリードするかと思われた。だが

ルーキーながら開幕戦、第2戦と連続2位を記録した松下信治が第5戦から驚異の4連勝

を飾ったのだ。これでタイトルの行方は分からなくなった。9戦を終了した時点で平川

76ポイント、松下67ポイントの大接戦。はたして誰が栄冠を手にするのか、どんな戦いを

見せてくれるのか、まさに注目の最終ラウンドとなった。 

佐藤琢磨 

ランキングトップ平川亮の走り 

開催概要 
■大会名称 ： 2012年 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第7戦 

■併催レース ： 2012年 フォーミュラチャレンジ・ジャパン第10戦、第11戦、第12戦 

MUGEN POWER Cup CIVIC One Make Race 第5戦 

■主 催 ： 名古屋レーシングクラブ（NRC） ／ 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） ／ 一般社団法人 日本自動車連盟（JAF） 

■認 定 ： 日本レースプロモーション（JRP） 

■後 援 ： 観光庁 ／ 三重県 ／ 鈴鹿市 ／ 鈴鹿F1日本グランプリ地域活性化協議会 ／ 

一般社団法人鈴鹿市観光協会 ／ 鈴鹿商工会議所 ／ 東京中日スポーツ ／ 中日スポーツ ／

中日新聞社 
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■観戦席はグランドスタンド（Ｖ２・Ｖ１）を含め、全席自由席！ 

■大人観戦券３，９００円（前売）で、レースも遊園地も楽しめる！ 
（ゆうえんちモートピアパスポート１日分付） 

■子ども（３歳～小学生）はゆうえんち入園料で観戦できる！ 
 

 

■前売券 

観戦券（2日間有効）※11月2日（金）も入場可 

大人 中・高校生 
ゆうえんちモートピアパスポート1日付 入場のみ 

３，９００円 １，６００円 
 

グループチケット（2日間有効）※11月2日（金）も入場可 
ゆうえんちモートピアパスポート1日付 

3名 4名 5名 

１０，５００円 １３，２００円 １５，６００円 
 

フォーミュラ・ニッポンへの参加する佐藤琢磨選手をピット前の席から応援しよう！ 

白熱のピットを前にファン同士一丸となって盛り上がろう！ 

佐藤琢磨ファンシート（2日間有効） 

大人 中・高校生 
ゆうえんちモートピアパスポート1日付 入場のみ 

４，６００円 ２，３００円 

特典：オリジナルプラスティックパス・応援ミニフラッグ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

■当日券 

観戦券 

 大人 中・高校生 

10月3日（土・祝）予選日 ゆうえんち入園料（１，６００円） 

10月4日（日）決勝日 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。 

 

チケット情報 

観戦券 

[価格はすべて税込]

※このデザインはサンプルです。

マシン・レーシングスーツは当日

使用するモデルに変更となりま

す。 
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■ホスピタリティラウンジ（2日間有効／観戦券込） 

■ファミリーラウンジ（2日間有効／観戦券込） 

 

ピットレーンに張り出した屋外観戦席も楽しめる。快適で迫力に満ちた

観戦をご提供いたします。 
 

 

※ファミリーラウンジはご家族でご観戦のお客様皆様の共有ラウンジです。

ご家族単位でのお部屋ではございません。なお大人のお客様だけでの

ご利用は出来ません。 

 

スペシャルランチＢＯＸが５０周年記念メニューでリニューアル登場!!  

三重県産にこだわり抜いた季節の食材で作った「ホスピタリティラウンジ」でしか食べられない特別お弁当です。 

ご期待ください！！ 

 

レーシングコース バスクルージング開催！ 

国際レーシングコース バスクルージングに、ホスピタリティラウンジ（ファミリーラウンジ含む）ご購入のお客様、皆様がご

参加いただけます。 
 

観戦券をお持ちの方対象に、当日アップグレード販売いたします 
アップグレード料金 ご観戦エリア 特典 

ホスピタリティラウンジ 

1名様 ２１，１００円 

・ホスピタリティラウンジ

（ピットビル2階） 

 

●園内でご利用いただける 

お食事ご利用券 

●フリードリンク 

 (ソフトドリンク・ビール) 

●駐車券（専用駐車エリア） 

※Jrにはつきません 

●大会公式プログラム 

※Jrにはつきません 

●ホスピタリティテラス入場可 

（2日間対象） 

●パドック入場可（2日間対象）

●ピットウォーク（2日間対象） 

●激感エリア入場可 

●バスクルージング 

●レースリザルトサービス 

 （ブース内設置） 

ファミリーラウンジ 

（中学生以上） 

1名様 ２１，１００円 

ファミリーラウンジＪｒ． 

（3歳～小学生以下） 

1名様 ７，２００円 

●ファミリーバックヤードツアー（サーキットの裏側を覗いてみよう） 

※当日受付 

（ファミリーラウンジのお子さま全員がご参加いただけます） 

 

※特典の駐車券は駐車エリアにご入場いただく際、ホスピタリティラウンジパスとあわせてご提示が必要になります。 

※ホスピタリティラウンジは数に限りがございます。完売の際はご了承ください。 

※お申し込み後のキャンセルは一切できません。 

※子ども料金には専用エリア駐車券、大会公式プログラムは付きません。 

※室内へ飲食物のお持ち込みは出来ませんので予めご了承ください。 

※屋外観戦席は各お部屋前が指定エリアとなります。ご自身のお部屋の前以外での屋外観戦は出来ません。 

※貸切でのご利用やイベント利用等でご利用いただけないエリアがある場合がございますので、予めご了承ください。

[価格はすべて税込]

ホスピタリティラウンジ室内 バルコニー席 

ワンランク上の観戦！プレミアムエリア 
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■ピットウォーク券（別途観戦券必要） 

レーシングマシンをもっと間近でみたい！マシンやキャンペーンギャルを撮影したい！ お昼のインターバルに実施する

ピットウォークにぜひご参加ください。小学生以下のお子様は無料でご参加いただけます。 

 
ピットウォーク券 

大人（中学生以上） 子ども 

11月3日（土・祝）予選日 ２，０００円 
無料 

11月4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。 

 

■パドックパス（2日間有効・別途観戦券必要） 

パドックでドライバー・ライダー、キャンペーンギャルに身近に会えたり、ピット裏でのチームの作業を見たり、コース

サイドにある激感エリアで迫力あるレースを観戦できたり、思う存分にレースをお楽しみいただけます。 

★パドックパスでホスピタリティテラスも入場可能！ 

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）＞ 

６，０００円 １，５００円 
 

ご入場エリア 
・パドック  ・ピットウォーク  ・激感エリア ・ホスピタリティテラス 

 

特典 
●特製カード型パドックパス枚数限定販売！ 

鈴鹿サーキットロゴ入りストラップがセットになった特製プラス

チックパドックパスを限定販売します。 

・鈴鹿サーキットオリジナルストラップ（非売品）つき。 

・パドックパスにはシリアルナンバーがついています。  

※前売りにてご購入の方には、必ず特製カード型パドックパスをお渡しします。 

※パドックパスJrは特製カード型パドックパスではありません。 
 

※パドックパスのご購入には観戦券が別途必要です。 

※ホスピタリティラウンジ（ピットビル2階）には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。 

 

■～プライベートな空間でレース観戦～ パノラマルーム（別途観戦券必要） 

【当日販売】 
パノラマルームはグランドスタンド最上段のプライベート空間。冷暖房完備の個室で、周囲を気にせずゆったりとご観戦

いただけます。サーキットビジョンを見ながらの観戦やコースを廻る観戦のベースキャンプにも、またお子さま連れの

ご家族にもおすすめです。 

パノラマルーム（1室料金） 
4名様（プラスお子さま2名様）まで利用可 

２５，０００円 
 

★ご観戦エリア パノラマルーム（グランドスタンド最上段のプライベート空間） 
 

★設備内容 ●モニター×1台（26インチ液晶） ※レース映像のみ受像 

 ●テーブル×1台 ・イス×6脚  ●冷暖房完備  ●居室面積9.9㎡（全室禁煙）  
 

★特典 ピットウォーク券付き 
 

 

激感エリア（イメージ） 

[価格はすべて税込]

オプションチケット 

パノラマルーム 

※写真はイメージです

ホスピタリティテラス 

バルコニー席からの眺め 
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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

■オンラインショッピングサイト（MOBILITY STATION） 

Ｐ Ｃ http://mls.mobilityland.co.jp 

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

（鈴鹿サーキット オンラインショッピングサイト） 

【取扱券種】 観戦券（大人・中高生・グループ） 

佐藤琢磨ファンシート 

※クレジットカードでの事前精算、チケット現地渡しにて 

11月2日（金）16：00まで受付いたします。 

■窓口での販売 

（鈴鹿サーキットモビリティステーション） 
11月3日（土・祝）17：00まで（10：00～17：00） 

■プレイガイド・コンビニエンスストア 
販売期間：11月3日（土・祝）まで販売 ※一部販売期間が異なる店舗がございます 

●ツインリンクもてぎチケットセンター 

●ローソンチケット ●イープラス ●電子チケットぴあ ●チケットボード（ケータイ電子チケット）  

●ローソン ●セブン-イレブン ●ファミリーマート ●サークルＫ・サンクス  

※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。 
 

 

鈴鹿サーキット プロモーションパートナー  

 

チケットに関するお問い合わせ：鈴鹿サーキットモビリティステーション 059-378-1111（代） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


