
 

２０１５ ＦＩＡ Ｆ１世界選手権シリーズ第１４戦 日本グランプリレース 

メディアインフォメーション Ｖｏｌ.８ 
 

 

ベルガー氏、佐藤琢磨選手をはじめ多くのスペシャルゲストがイベント参加 

さらにレジェンドＦ１マシンが３日間に渡りデモランを開催 
9月24日（木）のF1ピットウォーク、東コースウォーク、F1ドライバーズ サイン会を皮切りに、25日（金）からは

ゲルハルト・ベルガー氏をはじめとしたレジェンドドライバーやF1関係者によるトークショー、レジェンドF1マシン

のデモラン、お子様を対象としたコチラレーシングのF1ピットなどを開催。そして決勝翌日の28日（月）には

F1ファンミーティングを開催するなど、F1ファンはもちろん、初めてF1を観戦されるお客様から、お子様、

ファミリー、女性まで、サーキットを訪れるすべての皆様がF1ウイークを満喫できるように、盛りだくさんの

イベントを開催いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容 

日程 
掲載 

ページ 
24日 

(木) 

25日 

(金) 

26日 

(土) 

27日 

(日) 

28日 

(月) 
  

 

木曜日イベント 

F1ピットウォーク ●     P.8 

キッズピットウォーク ●     P.8 

東コースウォーク ●     P.8 

F1ドライバーズ サイン会 ●     P.8 

F1スペシャル抽選会の発表 ●     P.8 

エフソク秋まつり@日本ＧＰオフィシャルver. ●     P.8 
  

ファミリーイベント 
できた！が、いっぱい。 

コチラレーシングのF1ピット～もっと応援したくなる～ 
 ● ● ●  P.9 

  

グランドスタンド前・国際レーシングコースイベント 

レジェンドF1デモラン  ● ● ●  P.10 

F1日本グランプリ前夜祭   ●   P.10 
  

Ｆ１日本グランプリスペシャルステージ 

F1日本グランプリスペシャルステージトークショー  ● ● ●  P.11 
  

Ｆ１ファンミーティング 

決勝プレイバック上映     ● P.11 

メインストレート開放     ● P.11 

 

2015年8月20日 

株式会社モビリティランド 

鈴鹿サーキット 

※写真はイメージです 
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ゲルハルト・ベルガー氏、中嶋悟氏、佐藤琢磨選手ら、 

レジェンドＦ１ドライバーや国内外で活躍する現役ドライバーがイベントに登場 
 

日程 イベント 

Ｇ
・ベ
ル
ガ
ー
氏 

中
嶋
悟
氏 

鈴
木
亜
久
里
氏 

佐
藤
琢
磨
選
手 

小
林
可
夢
偉
選
手 

浜
島
裕
英
氏 

松
田
次
生
選
手 

9月24日(木) エフソク秋まつり@日本ＧＰオフィシャルver.      ●  

9月25日(金) 

F1日本グランプリスペシャルステージ 

トークショー 
●   ●    

レジェンドF1デモラン ●   ●    

放送室解説    ●    

パドッククラブスペシャルゲスト出演    ●    

VIPスイート・プレミアムスペシャルゲスト出演    ●    

9月26日(土) 

F1日本グランプリ前夜祭 ● ● ● ● ● ●  

パドッククラブスペシャルゲスト出演 ●       

VIPスイート・プレミアムスペシャルゲスト出演  ● ●     

F1日本グランプリスペシャルステージ 

トークショー 
● ● ● ●    

レジェンドF1デモラン ● ●  ●    

ゲルハルト・ベルガー氏サイン会 ●       

9月27日(日) 

F1日本グランプリスペシャルステージ 

トークショー 
● ● ● ●    

レジェンドF1デモラン ● ●  ●    

VIPスイート・プレミアムスペシャルゲスト出演 ●       

パドッククラブスペシャルゲスト出演  ● ●     

9月28日(月) 決勝プレイバック上映       ● 

 

※イベントの内容は変更・中止になる場合がございます。あらかじめご了承ください。 

スペシャルゲスト 
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ゲルハルト・ベルガー氏 
 

1987年、鈴鹿F1日本グランプリ第1回大会でフェラーリに約2年ぶりの優勝をもたらしたゲルハルト・ベルガー氏。

1991年の日本グランプリでもマクラーレンで優勝。またマクラーレン・ホンダの黄金時代をアイルトン・セナとともに

歩み、Hondaを、そしてセナをよく知る人物としても有名な存在です。 

このベルガー氏が来日します。2012年にも来日の予定がありましたが、お子様の誕生と重なり止むなくキャンセル

となりました。しかし今回、マクラーレン・ホンダの復活という絶妙のタイミングで鈴鹿サーキットに来場いただける

ことになりました。これまでにないマクラーレン、Honda、そしてセナとのエピソードを聞かせてくれることでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ベルガー氏出演予定イベント 

日程 イベント 場所 内容など 

9月25日（金） 

F1日本グランプリスペシャル 

ステージトークショー 

F1日本グランプリ 

スペシャルステージ 
1987年日本GPエピソードなど 

レジェンドF1デモラン 国際レーシングコース フェラーリF187（1987年優勝マシン） 

9月26日（土） 

F1日本グランプリ前夜祭 グランドスタンド前 
マクラーレン・ホンダ時代のエピ

ソード、今年のマクラーレン・ホンダ

について 

パドッククラブ 

スペシャルゲスト出演 
パドッククラブ トークショー、撮影会、サイン会 

F1日本グランプリスペシャル 

ステージトークショー 

F1日本グランプリ 

スペシャルステージ 
マクラーレン時代のエピソードなど 

レジェンドF1デモラン 国際レーシングコース 
マクラーレン・ホンダMP4/6（1991年

優勝マシン） 

ゲルハルト・ベルガー氏 

サイン会 

F1日本グランプリ 

スペシャルステージ 

24日（木）に来場いただいた方の中

から抽選で30名様。26日（土）に来

場いただいた方の中から抽選で20

名様。計50名様 

9月27日（日） 

F1日本グランプリスペシャル 

ステージトークショー 

F1日本グランプリ 

スペシャルステージ 
決勝レースの見どころなど 

VIPスイート・プレミアム 

スペシャルゲスト出演 
VIPスイート トークショー、撮影会、サイン会 

レジェンドF1デモラン 国際レーシングコース 
マクラーレン・ホンダMP4/6（1991年

優勝マシン） 
 

※イベントの内容は変更・中止になる場合がございます。あらかじめご了承ください。 

1991年F1日本グランプリで優勝した 

ゲルハルト・ベルガー（中央）。 

左は2位のアイルトン・セナ(マクラーレン・ホンダ)、 

右は3位のリカルド・パトレーゼ(ウイリアムズ) 

1991年、マクラーレン・ホンダ MP4/6で 

F1日本グランプリを走るゲルハルト・ベルガー 
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デビッド・クルサード氏 
 

1994年にウイリアムズからF1デビュー、1996年にマクラーレンに移籍し9年間、マクラーレン

の顔として活躍した。2005年には新チームレッドブルに移籍。2006年第7戦モナコGPでチーム

初の3位表彰台を記録し、2009年を最後にF1を引退したが、その後もアドバイザーやテスト

ドライバーとしてチームに参加し、一気にトップチームへと駆け上がったレッドブルを支えた。

現在はF1テレビ解説者としても活躍している。 

 
 

クルサード氏出演予定イベント 

日程 イベント 場所 内容など 

未定 
F1日本グランプリスペシャル 

ステージトークショー 

F1日本グランプリ 

スペシャルステージ 
決勝に向けた見どころなど 

 

アンソニー・デビッドソン選手 
 

2002年にB・A・R ホンダのテストドライバーに就任。この年の第13戦でミナルディから

スポットの形でF1デビューを果たした。2006年のオールHonda F1チームでも引き続きテスト

ドライバーを務め、2007年には晴れてスーパーアグリのレギュラードライバーに昇格。佐藤

琢磨とともに2008年のチーム撤退まで在籍した。現在はWEC（世界耐久選手権）ドライバーを

務めるとともに、F1テレビ解説者としても活躍している。 

 
 

デビッドソン選手出演予定イベント 

日程 イベント 場所 内容など 

未定 
F1日本グランプリスペシャルス

テージトークショー 

F1日本グランプリ 

スペシャルステージ 
決勝に向けた見どころなど 

 

中嶋悟氏 
 

国内トップフォーミュラ時代は星野一義氏と激闘を繰り広げ、1987年にロータス・ホンダで

F1デビュー。日本人初のフルタイムF1ドライバーとして1991年までF1の舞台で活躍。

デビューシーズンでの4位フィニッシュや1989年最終戦でのファステストラップ記録など、多くの

ファンの記憶に残る走りを披露した。現在はスーパーフォーミュラやSUPER GTのチーム監督、

鈴鹿サーキットレーシングスクールの校長などを務め、後進の育成に力を注いでいる。 

 
 

中嶋悟氏出演予定イベント 

日程 イベント 場所 内容など 

9月26日（土） 

F1日本グランプリ前夜祭 グランドスタンド前 
マクラーレン・ホンダへの期待、 

決勝レースの展望など 

VIPスイート・プレミアム 

スペシャルゲスト出演 
VIPスイート トークショー、撮影会、サイン会 

F1日本グランプリスペシャル 

ステージトークショー 

F1日本グランプリ 

スペシャルステージ 
JAF鈴鹿グランプリについてなど 

レジェンドF1デモラン 国際レーシングコース ティレル019（1991年） 

9月27日（日） 

パドッククラブ 

スペシャルゲスト出演 
パドッククラブ トークショー、撮影会、サイン会 

F1日本グランプリスペシャル 

ステージトークショー 

F1日本グランプリ 

スペシャルステージ 
トークショー 

レジェンドF1デモラン 国際レーシングコース ティレル019（1991年） 
 

※イベントの内容は変更・中止になる場合がございます。あらかじめご了承ください。 
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鈴木亜久里氏 
 

1988年、全日本F3000選手権でチャンピオンを獲得するとともに、その年のF1日本グラン

プリで急きょラルースからF1デビュー。1990年のF1日本グランプリでは日本人初となる3位

表彰台を獲得した。1996年からはチーム監督としても活躍し、2006年にはスーパーアグリ

チームを設立してF1にも参戦。現在、ARTAチームの監督としてSUPER GTに参戦するととも

に、電動フォーミュラカーレースの世界選手権、フォーミュラEのチーム運営も行っている。 

 

鈴木亜久里氏出演予定イベント 

日程 イベント 場所 内容など 

9月26日（土） 

F1日本グランプリ前夜祭 グランドスタンド前 
マクラーレン・ホンダへの期待、 

決勝レースの展望など 

VIPスイート・プレミアム 

スペシャルゲスト出演 
VIPスイート トークショー、撮影会、サイン会 

F1日本グランプリスペシャル 

ステージトークショー 

F1日本グランプリ 

スペシャルステージ 
トークショー 

9月27日（日） 

パドッククラブ 

スペシャルゲスト出演 
パドッククラブ トークショー、撮影会、サイン会 

F1日本グランプリスペシャル 

ステージトークショー 

F1日本グランプリ 

スペシャルステージ 
トークショー 

 

佐藤琢磨選手 
 

2001年にイギリスF3チャンピオンを獲得し、国際F3レースのマルボロマスターズ、マカオ

GPをも制し2002年にジョーダン・ホンダからF1デビュー。2004年のアメリカGPでは日本人2人

目となる3位表彰台を獲得。ミハエル・シューマッハらと上位争いを演じるなど、多くのファンを

魅了するレースを繰り広げた。現在はアメリカ・インディカーシリーズに参戦し優勝1回を含む

表彰台5回を記録。同シリーズのトップドライバーとして活躍している。 
 

佐藤琢磨選手出演予定イベント 

日程 イベント 場所 内容など 

9月25日（金） 

F1日本グランプリスペシャル 

ステージトークショー 

F1日本グランプリ 

スペシャルステージ 
トークショー 

レジェンドF1デモラン 国際レーシングコース ウイリアムズ・ホンダFW11（1986年） 

放送室解説 放送室 フリー走行1場内実況解説 

VIPスイート・プレミアム 

スペシャルゲスト出演 
VIPスイート トークショー、撮影会、サイン会 

パドッククラブ 

スペシャルゲスト出演 
パドッククラブ トークショー、撮影会、サイン会 

9月26日（土） 

F1日本グランプリ前夜祭 グランドスタンド前 
マクラーレン・ホンダへの期待、 

決勝レースの展望など 

F1日本グランプリスペシャル 

ステージトークショー 

F1日本グランプリ 

スペシャルステージ 
トークショー 

レジェンドF1デモラン 国際レーシングコース ウイリアムズ・ホンダFW11（1986年） 

9月27日（日） 

F1日本グランプリスペシャル 

ステージトークショー（決勝前） 

F1日本グランプリ 

スペシャルステージ 
決勝レースの見どころなど 

F1日本グランプリスペシャル 

ステージトークショー（決勝後） 

F1日本グランプリ 

スペシャルステージ 
決勝レースの振り返り 

レジェンドF1デモラン 国際レーシングコース ウイリアムズ・ホンダFW11（1986年） 
 

※イベントの内容は変更・中止になる場合がございます。あらかじめご了承ください。 

(c)ARTA Project 
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小林可夢偉選手と浜島裕英氏がイベントに登場 
 

F1日本グランプリ決勝を翌日に控えた9月26日（土）に開催される、F1

日本グランプリ前夜祭。この前夜祭に、SUZUKA1000km前夜祭に引き

続き、スーパーフォーミュラで活躍する小林可夢偉選手と元スクーデリア・

フェラーリ／元ブリヂストンの浜島裕英さんが登場。 

一ヶ月前の1000km前夜祭で登場した二人が、F1決勝前夜に改めて

F1日本グランプリ決勝とJAF鈴鹿グランプリ（スーパーフォーミュラ最終戦）

という秋の二大フォーミュラレースについて語る。 

 
 

小林可夢偉選手と浜島博英氏出演予定イベント 

日程 イベント 場所 内容など 

9月26日（土） F1日本グランプリ前夜祭 グランドスタンド前 スーパーフォーミュラ、F1について 

 

浜島裕英氏出演予定イベント 

日程 イベント 場所 内容など 

9月24日（木） 
エフソク秋まつり 

@日本ＧＰオフィシャルver. 
グランドスタンド前 

SKE48梅本まどかさん、飛び入りゲ

ストの方々とともに、F1の裏側を語

る 

 

 

 

松田次生選手 
 

1997年に鈴鹿サーキットレーシングスクール フォーミュラを卒業。翌98年には全日本F3に

参戦するとともに、フォーミュラ・ニッポン第5戦にスポット参戦しデビューレースで6位入賞を

果たした。2000年にはフォーミュラ・ニッポンにフル参戦を開始し、2007年・08年に連続チャン

ピオンを獲得。SUPER GTでは2014年にチャンピオンを獲得し、国内を代表するドライバーに

成長した。またラジオやテレビ、レース解説などでも活躍している。 

 
 

松田次生選手出演予定イベント 

日程 イベント 場所 内容など 

9月28日(月) 決勝プレイバック上映 サーキットビジョン 決勝プレイバック上映の解説 

 

 
 

※イベントの内容は変更・中止になる場合がございます。あらかじめご了承ください。 

 

 

 

 

小林可夢偉選手 浜島裕英氏 
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日程 イベント 掲載ページ 

9月24日（木） 木曜日イベント P.8 

9月25日（金）～27日（日） 

ファミリーイベント P.9 

グランドスタンド前・国際レーシングコースイベント P.10 

F1日本グランプリスペシャルステージ P.11 

9月28日（月） F1ファンミーティング P.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※イベントの内容は変更・中止になる場合がございます。あらかじめご了承ください。 

 

 

 

 

 
 

イベント情報 

※写真はイメージです 
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＜木曜日イベント＞ 
 

走行セッションが開始前日の9月24日（木）には、ひと足早くF1日本グランプリを満喫できるイベントを開催いたします。

なお、3日通し観戦券をお持ちの方は無料で入場いただけます。 

■ゲートオープン時間：08:30 
※各イベントへの参加には2015F1日本グランプリ観戦券が必要となります。 
 

Ｆ１ピットウォーク 
F1日本グランプリ観戦チケットをお持ちの方ならどなたでも参加いただける

F1ピットウォークを開催いたします。ピットではマシンの整備が行われたり、

時にはF1ドライバーが顔を出すことも。ひと足早くF1日本グランプリの

雰囲気を存分に味わえるイベントです。 
 

■時間：9:00～11:30（最終入場 11:15） 

■場所：ピットロード 

 

キッズピットウォーク 
F1ピットウォーク終了後、中学生以下のお子様連れでご来場いただい

たファミリーを対象に「キッズピットウォーク」を開催いたします。 
 

■時間：11:30～12:30（最終入場 12:15） 

■場所：ピットロード 

■参加資格：中学生以下のお子様連れのファミリー限定 

 

東コースウォーク 
翌日からF1マシンが走行する国際レーシングコースを歩ける東コース

ウォークでは、コースチェックをするチームスタッフやF1ドライバーと遭遇す

ることも。ひと足早くF1日本グランプリの雰囲気を存分に味わえるイベント

です。 
 

■時間：9:00～12:30（最終入場 11:30） 

■場所：国際レーシングコース 東コース 

 

 

Ｆ１スペシャル抽選会の発表 
26日（土）に開催するゲルハルト・ベルガー氏のサイン会、F1ドライバーズ サイン会、パドックパスの当たる

スペシャル抽選会を開催いたします。 

■時間：12:30～ 

■抽選内容： パドックパス ペア3組  

  9月24日（木）F1ドライバーズ サイン会 F1ドライバー20名×各50名様 合計1,000名様 

  9月26日（土）ゲルハルト・ベルガー氏サイン会 30名様 

■抽選方法：ご入場時に抽選番号が書かれた抽選用紙を配布いたします 

■発表方法：ボード掲出、Twitter、Facebookでの告知 

 

 
※イベントの内容は変更・中止になる場合がございます。あらかじめご了承ください。 

【９月２４日（木）】 
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Ｆ１ドライバーズ サイン会 
F1スペシャル抽選会で選ばれた1,000名の方に参加いただける、「F1

ドライバーズ サイン会」を開催いたします。また当選されなかった方も、

サイン会の様子をグランドスタンドからご覧いただけます。 

■サイン会時間：15:00～16:00 

■サイン会場所：グランドスタンド前 
 

 

 

エフソク秋まつり＠日本ＧＰオフィシャルｖｅｒ． 
F1速報編集部による「エフソク秋まつり」を、F1日本GP公認のオフィ

シャルイベントとして鈴鹿サーキットと共同開催いたします。 

「F1速報」連載中エフソクグランプリや、「F1速報TV」でもお馴染みの

SKE48梅本まどかさんと、元スクーデリア・フェラーリ／元ブリヂストンの

浜島裕英さんを中心に、飛び入りゲストを含めて様々な方がF1の裏側を

語ります。 

■時間 ： 13：00～14：30 

■場所 ： グランドスタンド前 

 

 

 

 

 

 

＜ファミリーイベント＞ 
 

できた！が、いっぱい。コチラレーシングのＦ１ピット～もっと応援したくなる～ 
 

レーシングシアター前広場にて、お子さまにF1やモータースポーツの魅力を体感して、学んでいただける参加型

イベントを実施いたします。 

■場所：レーシングシアター前広場 

 

東急ハンズタイアップ 

 「フォーミュラマシンキャップ作り教室」 
フォーミュラマシンをかたどったキャップに、

好きなチームや思い思いのカラーリングを施し、

自分だけのオリジナル応援キャップを作ってい

ただけます。 
 

■参加人数：限定350名 

■参加料金：1,000円 

 

フラッグマントで応援しよう！ 
無地のヘルメットが描かれた大きなマントをキャンパスに見立て、応援する

ドライバーのヘルメットデザインや好きな色にペイント。身にまとって応援いただ

けるオリジナルマントを製作できます。 
 

■参加人数：限定500名 

■参加料金：大人1,000円、子ども600円 

 
 

※イベントの内容は変更・中止になる場合がございます。あらかじめご了承ください。 

2014年のフォーミュラマシンキャップ作り教室の様子 

フラッグマント（イメージ） 

【９月２５日（金）～２７日（日）】 

F1ドライバーズ サイン会 

※イメージ 
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＜グランドスタンド前・国際レーシングコースイベント＞ 
 

レジェンドＦ１デモラン 
 

今年のF1日本グランプリでは、25日（金）～27日（日）の3日間、毎日レジェンドF1マシンのデモランを開催いたし

ます。1987年、鈴鹿初のF1日本グランプリで優勝したフェラーリF187、1991年にドライバーズ（アイルトン・セナ）と

コンストラクターズの両チャンピオンを獲得したマクラーレン・ホンダMP4/6、1986年にHondaエンジンに初のコンスト

ラクターズチャンピオンをもたらしたウイリアムズ・ホンダFW11、F1で初めてハイノーズを採用したティレル019、

ツインシャーシという奇抜なアイデアを採用しながらもF1本戦への参戦が叶わなかったロータス88の5台の走行が

予定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 デモランマシン（ドライバー） 

9月25日（金） 
フェラーリF187（ゲルハルト・ベルガー氏） 

ロータス88（佐藤琢磨選手） 

9月26日（土） 

9月27日（日） 

マクラーレン・ホンダMP4/6（ゲルハルト・ベルガー氏） 

ウイリアムズ・ホンダFW11（佐藤琢磨選手） 

ティレル019（中嶋悟氏） 

フェラーリF187（未定） 

ロータス88（未定） 
 

※マシントラブル、天候などの条件により、走行を取りやめる場合がございます。あらかじめご了承ください。 

 

Ｆ１日本グランプリ前夜祭 
 

今年も大好評のF1日本グランプリ前夜祭を、

予選日の9月26日(土)に開催いたします。前夜祭に

はスペシャルゲストのゲルハルト・ベルガー氏をは

じめ、中嶋悟氏、鈴木亜久里氏、佐藤琢磨選手が

登場。1990年代のマクラーレン・ホンダに関する

エピソード、そして新たに今年スタートしたマクラー

レン・ホンダへの期待、そして決勝レースの展望な

ど、ファン必見のここでしか聞けない話題満載の

トークショーを開催します。 

さらに小林可夢偉選手と元スクーデリア・

フェラーリ／元ブリヂストンの浜島裕英さんが登場。

一ヶ月前の1000km前夜祭で登場したお二人が、F1

決勝前夜に改めてF1日本グランプリ決勝とJAF

鈴鹿グランプリ（スーパーフォーミュラ最終戦）という

秋の二大フォーミュラレースについて語ります。 
 

■日時：9月26日（土）17:30～ 

■参加ゲスト：ゲルハルト・ベルガー氏、中嶋悟氏、鈴木亜久里氏、佐藤琢磨選手、 

小林可夢偉選手、浜島裕英氏 

 

 

※イベントの内容は変更・中止になる場合がございます。あらかじめご了承ください。 

マクラーレン・ホンダ 

MP4/6（1991年） 

 

ウイリアムズ・ホンダ 

FW11（1986年） 

ティレル019（1990年） 

ゲルハルト・ 

ベルガー氏 

2014年の前夜祭の様子 

フェラーリF187 

（1987年） 

ロータス88（1981年） 
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＜Ｆ１日本グランプリスペシャルステージ＞ 
 

Ｆ１日本グランプリスペシャルステージトークショー 
 

グランドスタンド手前のイベント広場「GPスクエア」に設けられる「F1日本

グランプリスペシャルステージ」では、ゲルハルト・ベルガー氏をはじめとした

スペシャルゲストによるトークショーを開催いたします。 

■日程：9月25日（金）～27日（日） 

 

 

 

 

 

 

 

＜Ｆ１ファンミーティング＞ 
 

決勝レースが終わって翌日まで鈴鹿サーキットに滞在されるファンの皆様のために、9月28日(月)には「F1ファン

ミーティング」を開催いたします。なお、3日通し観戦券をお持ちの方は無料で入場いただけます。 

 

決勝プレイバック上映 
 

前日に行われた決勝レース映像を大型ビジョンで放映。レースの流れを

振り返るとともに、解説に松田次生選手を迎え、ドライバーの立場から決勝

レースのポイントを語っていただきます。 

■時間：10:30～12:00 

■場所：サーキットビジョン 

■解説：松田次生選手 

 

メインストレート開放 
 

F1日本グランプリでF1マシンが実際に走行した国際レーシングコースの

メインストレートを開放いたします。グランドスタンドやピットビル、1コーナー

や最終コーナーをバックに記念撮影をしたり、F1マシンが走ったアスファルト

の感触を確かめたり、決勝レースの余韻を思い思いの方法でお楽しみいた

だけます。 

■時間：10:30～12:30 

■場所：国際レーシングコース メインストレート 

 

 

 

※イベントの内容は変更・中止になる場合がございます。あらかじめご了承ください。 

 

 

 

【９月２８日（月）】 
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