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２００９年 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン
第６戦 ツインリンクもてぎ

８/８

ツインリンクもてぎ ロードコース １周 4,801km

予選

SAT.

・

９ SUN.
決勝

●大 会 名 称： 2009年 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第６戦 ツインリンクもてぎ
●同 日 開 催： 2009年 全日本フォーミュラ３選手権 第11戦＆第12戦
2009年 フォーミュラチャレンジ・ジャパン（ＦＣＪ） 第11戦＆第12戦
JAF地方選手権FJ1600もてぎシリーズ第4戦 ／ JAF地方選手権スーパーFJもてぎシリーズ第4戦
●主
催： エムオースポーツクラブ（Ｍ．Ｏ．Ｓ．Ｃ．） ／ 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）
●後
援： 茨城県 ／ 水戸市 ／ 茂木町 ／ 城里町 ／ 茨城県教育委員会 ／ 水戸観光協会 ／
水戸商工会議所 ／ 東京中日スポーツ ／ とちぎテレビ ／ RADIO BERRY ／ FM NACK 5

ナカジマＶＳインパル、２強対決タイトルの行方を決める天王山！
ツインリンクもてぎが熱く燃え上がる！！

ナカジマレーシング

チーム・インパル

今年のフォーミュラ・ニッポンは「２強」の戦いがファンを沸か
せている。ともに1970年代、80年代の国内モータースポーツを
リードしてきた星野一義氏率いるチーム・インパルと、中嶋悟氏
率いるナカジマレーシングの２強だ。この２チームがフォーミュラ・
ニッポンをリードしてきたことは過去のタイトル獲得実績を見て
も一目瞭然。
その「２強」の対決が今年は、これまでにないほど激しさを
増しているのだ。インパルのＢ・トレルイエが開幕戦で優勝すれば、
第２戦鈴鹿を制したのはナカジマのＬ・デュバル。第３戦・ツイン
リンクもてぎラウンド、予選PP（ポール・ポジション）から圧勝
したのはナカジマの小暮卓史。今度は第４戦、第５戦と連続
してデュバルが予選PPから優勝を飾ったのだ。
この結果ドライバーズチャンピオンでデュバルが37ポイントを
獲得してトップ。トレルイエが33ポイント、小暮が22ポイントを獲得
して２位、３位につけている。チームタイトル争いもナカジマレー
シング（56ポイント）、チームインパル（35ポイント）が他を大きく引

き離している。
もうひとり、インパルの松田次生がいる。今季は５位が
最高の結果だが、これは不運が重なったため。なにより
昨年、一昨年のチャンピオンだけに、いつでも優勝できる
力を持っているし、昨年２戦行われたツインリンクもてぎ
では予選PP２回、優勝、２位各１回の速さを見せており、
今回も優勝候補に挙げられているのだ。
松田が加われば、もてぎでの「２強」対決はし烈を極め
そうだが、同時にタイトルの行方を決める戦いとなりそう。
今季は全６戦、もてぎ戦も入れて残り３戦。好調ナカジマ
勢がそのまま突っ走るのか！？それともインパル勢が
巻き返すのか！？夏のツインリンクもてぎがまさに雌雄
を決する戦いの場なった。
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栃木県芳賀郡茂木町桧山120-1
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ドライバーズタイトル

チームタイトル

Ｒ・シューマッハ（ルマン）
Ｐ・Ｄ・ラ・ロサ（ノバ）
本山哲（ルマン）
Ｔ・コロネル（ナカジマ）
髙木虎之介（ナカジマ）
本山哲（インパル）
Ｒ・ファーマン（ナカジマ）
本山哲（インパル）
Ｒ・ライアン（ダンディライアン）
本山哲（インパル）
Ｂ・トレルイエ（インパル）
松田次生（インパル）
松田次生（インパル）

チーム・ルマン
チーム・ノバ
チーム・ルマン
ナカジマレーシング
ナカジマレーシング
チーム5ZIGEN
ナカジマレーシング
チーム・インパル
チーム・インパル
チーム・インパル
チーム・インパル
チーム・インパル
チーム・インパル
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フォーミュラ・ニッポン小暮卓史（群馬）、塚越広大（栃木）、大嶋和也（群馬）
Ｆ３・Ｎクラス山本尚貴（栃木）、ＦＣＪ野尻智紀（茨城）＆金井亮忠（群馬）
地元勢が大噴火の予感
今回ほど地元勢が注目される１戦はないだろう。と言うのも各レースで地元出身の若き精鋭たちが皆優勝を狙ってい
るからだ。
まずはフォーミュラ・ニッポンの小暮卓史。今年の第３戦で予選PPから優勝を飾ったように、これまでPP４回、優勝３
回とツインリンクもてぎでは無類の強さを発揮する。今回も優勝候補筆頭に挙げられている。
もうひとりが驚異のルーキー塚越広大（HFDP）。今季開幕戦でいきなり６位入賞して初ポイントを獲得すると、第２戦
から５位、４位、６位と４戦連続ポイントゲット。特に第３戦ツインリンクもてぎでは地元の大声援を受けて、なんと予選３
位を記録。決勝も雨の中を快走し４位フィニッシュだ。第５戦鈴鹿は２度目の予選３位から一気の初優勝を狙ったが、そ
の気迫が空回りしたのか、ジャンプスタートのペナルティを課せられて無念の９位に終わった。
だが塚越に暗さは全くない。仕切り直しの１戦がツ
インリンクもてぎだからだ。「地元だし、チームもマシン
も僕も優勝できそうなところまで来ているから、もちろ
ん狙いますよ」と、言い切った。本来ならまずは表彰
台を狙うところだが、今の塚越なら言葉通りの初優勝
もありそうだ。
そして塚越の最大のライバル、大嶋和也にも注目
だ。小暮と同じ群馬県出身。やはりツインリンクもてぎ
は地元コースだ。今シーズンは苦戦が続いたものの、
雨の中の第４戦でなんと２位表彰台を記録。一躍注目
のルーキーとなったのだ。地元コースで迎えるルー
キー対決。どちらに軍配が上がるのか！見逃すこと 小暮卓史
塚越広大
大嶋和也
のできない一戦になるのは間違いないだろう。

Ｆ３はツインリンクもてぎ今季初開催、地の利を生かして山本尚貴が突っ走るか！？
ＦＣＪは野尻智紀の初優勝に期待
地元で一気に決着をつけたいのがF3・Nクラス、塚越と同じ栃木県出身の
山本尚貴だ。鈴鹿で行われた第６戦で優勝を飾ると第７戦、第10戦にも優勝
し、逆転でシリーズランキングトップに躍り出たのだ。
今季初のもてぎラウンド。ライバルたちは少なからず戸惑うはず。それは
山本も同じだが、ここは誰よりも知りつくした地元コース。そして大声援が山
本を後押しするのだ。
すでにシーズンも後半戦に入っておりここで連勝すればタイトルは確実と
言っていいだろう。山本にとってツインリンクもてぎラウンドはタイトルへの大
きなステップとなった。
未来のF1を目指す若き精鋭たちが結集するFCJ（フォーミュラチャレンジ・
ジャパン）も地元勢に注目が集まる。まずは今シーズン第３戦で初優勝を飾
F3・Nクラス 山本尚貴 ると、第４戦にも連勝した群馬県出身の金井亮忠。その後はあと一歩のレー FCJ 野尻智紀
スが続いただけに、ここで３勝目を狙いたいところ。
さらに注目したいのが今季からFCJに参戦している茨城県出身の野尻智紀だ。昨年SRS-F（鈴鹿サーキットレーシン
グスクール フォーミュラ）を卒業し、スカラシップを獲得した逸材。早くも第３戦、第４戦の鈴鹿ラウンドで連続３位表彰台
を獲得。前戦の鈴鹿第９戦、第10戦で今度は連続２位表彰台。もてぎで一気の優勝、そして連勝を狙う構え。地元の大
声援をパワーに変えての走りに注目だ。

山本尚貴応援席で地元選手を応援しよう！
現在F3・Nクラスランキングトップの地元栃木県出身山本尚貴選手の応援席が登場！ 応援席には応援グッズが付くとともに、
抽選でサイン入りグッズをプレゼント！地元出身選手の熱い走りをみんなで応援しよう！！
［価格はすべて税込］

山本尚貴応援席 （応援グッズ付）
大人（高校生以上）
子ども（3歳～中学生）
５，０００円
５００円
※応援エリアはB席の一部に設置予定です。
※販売窓口は、ツインリンクもてぎチケットセンター（窓口・電話による通信販売）とMOBILITY STATIONのみとなります。

〒321-3597

栃木県芳賀郡茂木町桧山120-1
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Ｆ３は今シーズン、ツインリンクもてぎ今季初開催！
独走するトムス勢を誰が止めるのか！？
ホンダのコッツォリーノ、ニッサンの安田に注目
全日本F3選手権は今年から2008年以降の車両を使用するＣクラス
と、05年から07年の車両を使用するＮクラスに別れ、レースは混走な
がらそれぞれのクラス優勝が争われる形となっている。
３メーカーのエンジンが対決するＣクラスは開幕からトムス勢（トヨタ
エンジン）が強くＭ・エリクソン、国本雄資、井口卓人がそれぞれ３勝ず
つをマークし、ポイントランキングもトップ３を占めている。
トムス勢の強さは今後も続くと思われるが、今回は今年初めてのツ
インリンクもてぎが舞台。ホンダ陣営のエース、Ｋ・コッツォリーノ
（TODAレーシング）はシーズンが進むにつれて好調さを増し、前戦の
鈴鹿ラウンド（第９戦）で今季初の予選PPを獲得し、決勝も２位表彰台
を記録。もてぎはホンダ勢が得意とするテクニカルコース。一気にトムス勢に襲いかかるつもりだ。
コッツォリーノ同様トムス勢を崩そうと狙っているのがニッサンエンジンの安田裕信（スリーボンド）だ。すでに今季第４戦
で優勝を記録しており実績は十分。トムス勢３人衆対ホンダ・コッツォリーノ、ニッサン・安田の対決は今シーズン最も激しい
ものとなりそうだ。

決勝日翌日、8月10日(月)

日本人Ｆ１ドライバーのパイオニア 中嶋悟氏がアドバイス！！

中嶋悟ドライビングスクールを開催！
日常のドライブにおける安全と危険運転の抑止を目的としたドライビングレッスンです。いろいろな路面を体験して、操作
技術をより高度なものにステップアップ。運転がもっと上手になりたい方、楽しみたい方にも最適です
■開催日時：8月10日（月）10:00～16:30 ※雨天決行
■開催場所：ツインリンクもてぎ アクティブセーフティトレーニングパーク
■定
員：24名
■参 加 料：22,000円（税込・昼食含む）
※フォーミュラ・ニッポン第6戦のチケットおよびNAKAJIMA Racingのサポーターズシートをお持ちの方に
は割引特典がございます。詳しくはツインリンクもてぎホームページをご覧ください。
■参加資格：普通免許をお持ちの方（持込車両該当免許保有者で当日車両を持ち込める人）
※初級レベル、ペーパードライバーの方は除く

※詳しくはツインリンクもてぎホームページをご覧ください。

決勝レーススタート前の国歌独唱は
茨城県出身の歌手、山本彩子さん
フォーミュラ・ニッポン第6戦決勝レーススタート前の国歌独唱は茨城県
ひたちなか市出身のメゾソプラノ歌手で、茨城県内での様々なコンサート
で活躍するとともに、劇団四季「オペラ座の怪人（コントラルト）」「李香蘭」
等、ミュージカルの舞台にも出演し、活躍の場を広げている山本彩子さん
が担当します。

〒321-3597

栃木県芳賀郡茂木町桧山120-1

TEL （0285）64-0001
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応援するチームが優勝すると、祝勝会にも参加できてしまう、驚きのチケット！

チームサポーターズシートでお気に入りのチームを応援しよう！!
チームサポーターズシート

［価格はすべて税込］

大人 (高校生以上）

子ども (３歳～中学生）
２日通し観戦券、Ａ席座席指定券付き

６，０００円

当日指定席券
（３歳以上共通・別途観戦券必要）

１，５００円

１，０００円

※指定席は決勝日のみ有効
※下記[特典7]は当日指定席券の方は対象外となります。
※前売券で完売の場合、当日指定席券の販売はございません。

★★チームサポーターズシートは特典がいっぱい！★★
【特典１】 あなたのシートにドライバーがやってくる！
ドライバーがサポーターズシートへご挨拶に伺います！
決勝レースの抱負などをドライバーが宣言！

【特典２】 優勝したら祝勝会に参加できる！
ご購入の応援チームが優勝した場合は、祝勝会にご参加いただけます。

【特典３】 決勝レース直後のコースに入場できる！

第3戦の祝勝会の様子

余韻も醒めやらぬ熱いレースの雰囲気を間近に体感できるエリアにご入場いただけます。

【特典４】 優勝したら表彰式プレゼンターになれる！
ご購入の応援チームが優勝した場合は、抽選で1名様が表彰式プレゼンターとしてご参加いただけます。

【特典５】 優勝したらポディウム下の専用エリアに入場できる！
ご購入の応援チームが優勝した場合は、表彰式でポディウム下の専用エリアまで入場することができます。

【特典６】 オリジナルグッズプレゼント！
【特典７】 チームグッズプレゼント！
※プレゼントのないチームもございます。また、グッズは変更となる場合がござい
ますのであらかじめご了承ください。
※プレゼントは受付にてお渡しします。

オリジナルグッズ フォーミュラ・
ニッポン特製手ぬぐい

チケット好 評 販 売 中 ！
お得なファミリーチケットをはじめ、フォーミュラ・ニッポン第6戦観戦チケットは現在好評販売中！！
詳しくは6月20日発行のメディアインフォメーション、またはツインリンクもてぎホームページをご覧ください。

チケットのお求めは

販売窓口によりお取扱券種・販売期間が異なります。

■ツインリンクもてぎチケットセンター 窓口販売
8月7日(金)17:30まで
（営業時間： 平日9:30～17:00 土日祝9:30～17:30 ※夏季は営業時間が一部変更いたします。）
■ツインリンクもてぎチケットセンター 電話販売
8月2日(日)18:00まで
0285-64-0080
（営業時間： 平日9:30～17:00 土日祝9:30～17:30 ※夏季は営業時間が一部変更いたします。）
■ＭＯＢＩＬＩＴＹ ＳＴＡＴＩＯＮ （オンラインショップ）
ＰＣ
http://mls.mobilityland.co.jp/
8月2日(日)24：00まで（24時間受付）
モバイル http://mls.mobilityland.co.jp/ mobile/

プレイガイド・コンビニエンスストア
●チケットぴあ ●ローソンチケット ●e+ ●CNプレイガイド ●Hondaウエルカムプラザ青山
●道の駅もてぎ（栃木県茂木町） ●STEP-１（栃木県茂木町） ●かましん もぴあ店（栃木県茂木町） ●道の駅はが（栃木県芳賀町）
●鈴鹿サーキットレースチケットセンター ●三菱UFJニコスチケットサービス（三菱UFJニコス カード会員専用）
●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（一部店舗を除く）

チケットに関するお問い合わせ：ツインリンクもてぎチケットセンター

〒321-3597

栃木県芳賀郡茂木町桧山120-1

TEL （0285）64-0001
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レースだけじゃない！家族で楽しめるイベント盛りだくさんの２日間
大好評のサーキットサファリを開催！
ロードコースを走るフォーミュラ・ニッポンマシンを、バスに乗って見学。バスのすぐそばを、ものすごい速度で駆け抜けていくマシン
は大迫力だ！

■開催日時：8月9日（日）10:20～10:35
■販売枚数：110枚限定
■販売窓口： インフォメーションセンター
8月9日（日）8:00～9:45

サーキットサファリ
（3歳以上共通・観戦券別途必要）
２，５００円（税込）

※限定枚数になり次第終了

KIDSグリッドウォーク
中学生以下のお子様を対象に決勝レース前のダミーグリッドに入場できるパスを限定販売。

大人（高校生以上）1名＋子ども（3歳～中学生）1名
セット
４，５００円

大人（高校生以上）
1名追加券
３，０００円

［価格はすべて税込］

子ども（3歳～中学生）
1名追加券
１，５００円

■販 売 日 ：8月9日（日）8:00～13:30 ※当日のみの ※限定枚数になり次第終了
■販売枚数：同伴の大人の方が100名に達した時点で受付終了とさせていただきます。
（子どもの販売枚数に制限はありません）
■販売場所：インフォメーションセンター
■対
象：中学生以下のお子様と同伴の方（同伴者はお子様1名様につき2名様までとさせていただきます）
※観戦券別途必要
※追加券のみでの販売は行いません。（大人のみ、お子様のみでのご参加はできません）
※お子様1名につき大人の方は最大2名まで参加できます。その際は追加で大人のチケット3,000円をご購入いただきます。
※お子様は大人の人数にかかわらず追加でご購入いただけます。

レーシングコースKIDSバスツアー
熱いバトルが繰り広げられるツインリンクもてぎロードコースを走るバスツアー。対象は中学
生以下のお子様とその保護者またはご同伴の方。なんと！バスガイドはフォーミュラ・ニッ
ポンドライバーを予定！

■開催日時：8月8日（土）ピットウォーク中
■実施場所：ロードコース
■料
金：2,000円(税込・親子セット料金)
■募集人数：40組80名様

過去のKIDSバスツアーの様子

コチラレーシングのKIDSピットウォーク
大好きなマシンやドライバーに超接近！中学生以下のお子様と、そのご家族の方限定のイベン
ト「コチラレーシングのKIDSピットウォーク」を土曜日の全セッション終了後にピットロードで開
催！コチラレーシングのメカニック「コチラ」やドライバーの「バット」がみんなを出迎えてくれる
よ！参加は無料だ！

写真はイメージです

〒321-3597

■開催日時： 8月8日(土)16:45～17:15
■対
象： 中学生以下のお子様と保護者または
ご同伴の方
■料
金： 無料
■開催場所： ロードコースピットロード
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フォーミュラ・ニッポン第６戦 イベント情報
いばらきメロンカップ「コチラレーシングドリームマッチ」開催！
チーム監督や名ドライバーによるミニレース、いばらきメロンカップ「コチラレーシングドリー
ムマッチ」が8月9日（日）、フォーミュラ・ニッポン第６戦決勝が行われる日のピットウォーク時
に、ツインリンクもてぎ西コースで開催される。
使用マシンはMote-Laだ。元Ｆ１ドライバーや、海外で、国内で、激しい戦いを繰り広げてきた
ドライバーたちは、当時にタイムスリップした熱い走りで、なつかしの名勝負を見せてくれるかも
しれない。

■参加予定ドライバー
中嶋 悟 監督

舘 信秀 監督

竹内 浩徳 監督

（NAKAJIMA RACING）

（PETRONAS TOM'S）

（CERUMO／INGING）

金石 勝智 代表
（HFDP RACING）

※更に多くの参加が予定されております。

■９日（日） ピットウォーク中 ロードコースにて開催
※当日の天候やレース進行状況になどより、スケジュールの変更、中止する場合があります。

いばらきメロンプレゼントステージイベント
グランドスタンド手前のグランドスタンドプラザに設置されたいばらきメロンプレゼントステージで
は、ドライバートークショー、キャンギャルオンステージなど盛りだくさんのイベントが開催される。

■開催場所： グランドスタンドプラザ
■開 催 日 ： 8月8日(土)・9日(日)両日
※詳細な時間は当日現地にてご確認ください

■内

過去のキャンギャルオ

容： フォーミュラ・ニッポンドライバートークショー ンステージの様子
キャンギャルオンステージ など

過去のドライバートークショーの様子

「ガキ大将の夏」開催！ 開催期間：７月18日（土）～8月23日（日）
「里山」・「虫」・「水遊び」のテーマのもと、お父さんやおじいちゃんが子どもの頃野山で夢中になって遊んだ体験
を、お子様とご一緒にお楽しみいただけるイベントをご用意しました。

■『あつまれ！里山わんぱくキッズ』
ハローウッズのフィールドを活用した虫捕りフリーウォークやカブトムシ相撲大会を開催します。好
評のザリガニフィッシングは、今年はより多くの皆さまにご参加いただけるよう、釣りエリアを拡大し
ました。さらに新規イベントとして、ザリガニフィッシング大会や、エコ体験を通して森の遊びを楽し
んでいただける森の遊園地コーナーを追加しました。

■『ふれあい昆虫王国』

身近にいるおもしろい昆虫をご覧いただけるほか、昆虫ふれあいコーナーではカブトムシやクワガ 里山わんぱくキッズの様子
タなどを放し飼いにしたネットの中で、昆虫たちと間近に触れ合うことができます。

■『バットの水びたし大作戦』
バットと水びたし軍団による、放水パフォーマンスショーや、水鉄砲ゲームなどの水遊びをお楽し
みいただけます。

★その他にも、各施設にてご家族でお楽しみいただけるイベントをご用意しております。
ふれあい昆虫王国の様子

〒321-3597
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魅力的な観戦プランをご用意いたしました！
●エキサイト フォーミュラ・ニッポン宿泊プラン８月９日限定
レースの余韻をゆったりとお楽しみいただけるよう、決勝レース終了後にホテルツインリンクにご宿泊いただける
「エキサイト フォーミュラ・ニッポン宿泊プラン」をご用意。
［価格はすべて税込］

エキサイト フォーミュラ・ニッポン宿泊プラン
１泊２食付き（８月９日限定）
決勝当日自由席観戦券・プログラム付き(1部屋に1冊)
大人(高校生以上)
16,000円
中学生
10,150円
子ども（3歳～小学生）
7,250円
1室1名様でご利用の場合
19,000円

※1泊2食付プラン
※決勝当日自由席券・プログラム付（1部屋に1冊）
※ピットウォーク券付の宿泊プランもご用意しております。
※土曜日宿泊及び、土日連泊の特別宿泊プランもあります。
※コース側宿泊の場合、コースビュー料金（\3,150）が別途課金されます。
※1室4名まで宿泊可能です。（添寝含む）
★詳細はホテルツインリンクホームページ（http://www.mobilityland.co.jp/hoteltwinring/）をご参照ください。

ワンランク上の観戦を．．．ＶＩＰテラス

＆ ＶＩＰスイート
［価格はすべて税込］

ＶＩＰテラス （屋外席・エリア指定）

ＶＩＰスイート （屋内席）

１０，０００円
３，５００円

２６，０００円
１９，０００円

大人（高校生以上）
子ども（3歳～中学生）

※VIPテラスパスはピットウォークへの参加、プログラム・指定駐車券、及び8月9日（日）のお弁当とお茶が付きます。前売1,000席
限定にて販売いたします。 （プログラム・指定駐車券は大人券のみ）
※VIPスイートパスには、記念品・指定駐車券が付きます。グランドスタンド上のスイートおよびグランドスタンドでの観戦、パドック
への入場、グリッドウォークおよびピットウォークへの参加が可能。（指定駐車券は大人券のみ）また、8月9日（日）は、スイート
でのお食事、フリードリンク（ビール、ソフトドリンク）がご利用いただけます。前売80席限定。販売窓口は、ツインリンクもてぎチ
ケットセンター（窓口・電話による通信販売）とMOBILITY STATIONのみとなります。

ニコン サーキットフォトグラファープログラム開催！
●ニコン サーキットフォトグラファープログラム
白熱のバトルが繰り広げられる決勝レース直前のダミーグリッドやピットウォークにてマシンやドライバーを間近で撮影することが
できます。モータースポーツを通して写真撮影の楽しさを体感していただきます。
■開催日時：8月9日（日）フォーミュラ・ニッポン第6戦 ツインリンクもてぎ
※雨天決行
■実施場所：ロードコース・ダミーグリッドならびにピット
■お申込方法：
ウォーク
z 募集期間 2009年7月8日（水）～2009年7月29日（水）
■対
象：中学生以下のお子様と保護者またはご同伴者
z ツインリンクもてぎホームページ
■募集人数：3組6名
http://www.twinring.jp/f-nippon_m/event/index.html
■料
金：無料
※当選発表は7月31日（金）頃に詳細内容と合せてメール
■貸出機種：ニコンデジタル一眼レフカメラ
にてご連絡させて頂きます。
※カメラの操作方法などスタッフが説明します。

〒321-3597
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