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鈴鹿サーキットのモータースポーツシーズン開幕を告げる伝統のビッグイベント、２＆４レースが２年ぶりに、新しい共

演とともに復活した。そして新たな幕開けにふさわしく、GTカーの 高峰、世界でもトップクラスに入るSUPER GTと２

輪ロードレースの国内 高峰JSB1000の夢の競演が実現したのだ。ともに市販車の究極の形として、様々なメーカー

が威信をかけて参戦しているだけに、激しい戦いが人気を呼んでいるレースだ。その究極のバトルが同日に行われる。

ファンならずとも見逃すことのできない１戦だ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ケーヒン 鈴鹿２＆４レース 

オープニングスペシャル 

2009/4/12 配信

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) 

 

■大会名称： 2009 AUTOBACS SUPER GT Round2  

2009 全日本ロードレース選手権シリーズ第2戦 

「ケーヒン 鈴鹿２＆４レース オープニングスペシャル」 

■開 催 日： 2009年4月18日（土）

19日（日）

公式予選 

決勝 

■開催場所： 鈴鹿サーキット国際レーシングコース（4輪5.807km／ 2輪5.821km） 

■主 催： 関西スポーツカークラブ（KSCC） 

財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会（MFJ） 

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 鈴鹿サーキット 

■開催クラス： SUPER GT（GT500、GT300） 

JSB1000 

■公 認： 国際自動車連盟(FIA) 

社団法人日本自動車連盟(JAF) 

財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会(MFJ) 

国際モーターサイクリズム連盟(FIM) 

■後 援： 文部科学省 

■認 定： GTアソシエイション 
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ＧＴ５００クラスはＧＴ－Ｒ先勝！ 

巻き返しを期すＮＳＸ勢、レクサス勢。三つ巴の大バトルが展開される 
昨年5台が参戦し全9戦中7勝を記

録する強さを見せたニッサンGT-R勢。

その中で3勝を記録した本山哲／B・

トレルイエ組がシリーズタイトルを獲

得。まさにGT-Rに始まり、GT-Rで終

わった1年だった。それだけに今シー

ズンはライバル陣営の巻き返しが注

目された。ホンダNSX陣営、レクサス

SC430陣営とも09年型マシンを投入

して必勝態勢で臨んできたのだ。だ

が今季開幕戦を制したのはGT-R

だった。歌手兼レーサー兼チーム監督の近藤真彦氏率いるコンドーレーシングのＪ

Ｐ・デ・オリベイラ／荒聖治組が雨の中を快走。歓喜のチェッカーフラッグを受けた

のだ。 

まだまだGT-Rの戦闘力が高いことを証明した形となったが、ライバルも光る走り

を披露した。昨年1勝を記録、 後まで本山哲組とチャンピオン争いを続けたレク

サスの立川祐路／R・ライアン組が予選PP（ポール・ポジション）を記録。昨年NSX

勢の中で唯一の勝利を飾った道上龍／小暮卓史組が2位でフィニッシュ。同じNSX

のR・ファーマン／伊沢拓也組が3位に食い込んだのだ。 

当然鈴鹿ではさらに戦闘力を高めてくるはず。「開幕戦はマシンセッティングを失敗した。鈴鹿に向けてマシンはもっと

良くなる。優勝争いができる」そう語ったのは道上。NSX勢が揃ってペースを上げてきそう。SC430勢も開幕戦の予選PP

が示す通り速さではGT-RにもNSXにも負けていない。大接戦、大混戦になるのは間違いないだろう。その中からどの陣

営がアドバンテージを得るのか！？ 三つ巴の鈴鹿バトルは、今シーズンの行方が見える重要な1戦となりそうだ。 

 

 

ニューマシンの出現が接戦に拍車をかけるＧＴ３００クラス。 

優勝請負人吉本大樹が紫電で参戦 
GT300クラスもニューマシンの参戦が

混戦に拍車をかけている。今年新しく制

作されたフェラーリF430が開幕戦でいき

なり予選PPを獲得して、周囲を驚かせた。

決勝はレクサスIS350が制したが、鈴鹿ラ

ウンドはガライヤ、RX-7、ランボルギー

ニ・ガイヤルド、フェアレディZなど優勝候

補が多いが、中でも注目されているのが

紫電だ。もともと鈴鹿では強さを発揮する

マシンだが、新たにフォーミュラ・ニッポン、ヨーロッパのGP2参戦の実績があ

る吉本大樹が加入。加藤寛規と強力コンビを組むことになったのだ。吉本は

一昨年のシリーズ第6戦、鈴鹿ポッカ1000kmで同チームに加わり、優勝の原動力となっただけに期待も高まる。い

ずれにせよGT500クラス以上の大接戦となるのは間違いなさそうだ。 

ＳＵＰＥＲ ＧＴ 

開幕戦を制したオリベイラ／荒組GT-R 

開幕戦PPの立川／ライアン組SC430

開幕戦2位の道上／小暮組NSX 

開幕戦PPのフェラーリF430 

吉本大樹(左)が 

加入した紫電 
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大波乱の開幕戦!! 鈴鹿ラウンドで早くも今季の流れが見える!! 
MFJ全日本ロードレース開幕戦は4月5日（日）

に筑波サーキットで行われたが、JSB1000クラス

は大波乱の展開となった。 

レース開始直後の第1ヘアピンで、昨年のチャン

ピオン中須賀克行（YSP Racing）と酒井大作（ヨシ

ムラスズキwith JOMO）が接触転倒して赤旗が

提示、レースは中断となった。両者とも大事には

至らなかったが、頭部打撲によりレースをキャン

セル。また、仕切り直しレースのサイティングラップ

では、横江竜司が転倒して、またしても赤旗中断。

これで横江もリタイアすることに。 

レースは、中盤から伊藤真一（Keihin Kohara R.T.）

が独走態勢を築くが、なんと単独転倒してしまいノーポイント。これで亀谷長純

（Honda DREAM RT 桜井ホンダ）が、2007年の鈴鹿以来となるJSB1000での2

勝目をマーク。2位には、昨年のランキング2位の大崎誠之（SP忠男レーシング

チーム）、3位には、昨年の全日本GP250チャンピオンで、JSB1000ルーキー

の高橋巧（バーニングブラッドRT）が入った。 

中須賀、伊藤、酒井、横江といったトップライダーが相次いで転倒・ノーポイントと

なった開幕戦。山口辰也（MuSASHi RTハルクプロ）もマシントラブルによりピット

スタートとなり、6位でゴールするのが精一杯だった。また、復帰戦が注目された

井筒仁康（TRICK☆STAR RACING）は、予選で転倒し、決勝レースへの参戦をキャン

セル。まさに大波乱の開幕戦となったが、優勝を遂げた亀谷らが鈴鹿でも順調に

ポイントを伸ばし、シリーズを優位なものにするのか、それともライバルたちの巻き

返しが始まるのか、鈴鹿ラウンドは早くもシリーズを占う上で注目の一戦となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主なイベント 日時 場所 
SUPER GTドライバーとJSBライダーに急接近 17日(金) 16:00～(予定) センターハウス2階

GTドライバー トークショー 18日・19日（時間は現地でご確認ください） GPスクエア 

レースクイーン ステージ 18日・19日（時間は現地でご確認ください） GPスクエア 

GTキッズウォーク 18日(土)予選終了後 ピットロード 

公開車検 18日(土) 7:15～8:05 ピットロード 

 

※イベントの詳細は鈴鹿サーキット公式ホームページ（http://www.suzukacircuit.jp）をご覧ください 

 

 

 

 

ＪＳＢ１０００ 

開幕戦で優勝した亀谷長純 

開幕戦2位の大崎誠之 

開幕戦3位の高橋巧 

ケーヒン鈴鹿２＆４レースは魅力的なイベント満載！ 
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チケット好評販売中！ 

新ピットビルディング２階に新設されたワンランク上の観戦空間 
 
 

新ピットビルディング2階に設けられたホスピタリティラウンジはハイグレードな観戦ルームに

加えて、ピットレーンに張り出した屋外テラス席を設置。鈴鹿サーキットはおもてなしの心とと

もに、快適で迫力に満ちた観戦をご提供いたします。 

 

 

ホスピタリティラウンジ 

ホスピタリティラウンジ
＜大人向け＞ 

（2日間有効・観戦券込み）

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 ４０，０００円 ８，０００円 

【ホスピタリティラウンジ特典】 
 駐車券（専用駐車エリア） 

※ファミリーラウンジJrには付きません 

 パドック入場可（２日間対象） 

 ピットウォーク（２日間対象） 

 スペシャルランチボックス（決勝日4/19（日）のみ） 

 フリードリンク（ソフトドリンク・ビール） 

 大会公式プログラム 

※ファミリーラウンジJrには付きません 

 Ｂ指定エリア入場 

 激感エリア入場 

 専用プラスチックパス 

※ファミリーラウンジJrには付きません 

※MOBILITY STATION（オンラインショッピングサイト）から 

お申込みください。 

受付期間：4月12日（日）24:00まで 

※駐車券は1名様～4名様までのお申込1件につき1台分となり

ます。（ファミリーラウンジJrには付きません） 

※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。 

※お申込後のキャンセルは一切できません。 

※屋外席は自由席となります。 

※ファミリーラウンジはご家族でご観戦いただける共有ラウンジ

です。 

 
※イラストはイメージです 

新ピットビルディング3階からの眺望と生の迫力を体感できる空間 

 
新ピットビルディング3階からご観戦いただけるホスピタリティテラスは、自然光を活かし、開

放的な空間とするために壁を設置せずに、コースが見渡せる場所となります。2階席のホスピ

タリティラウンジ同様にテラス席をご用意しております。 

 

 

ホスピタリティテラス 

ホスピタリティテラス 
（2日間有効・別途観戦券必要） 

＜大人（中学生以上）＞ 

ホスピタリティテラスJr 
（2日間有効・別途観戦券必要）

＜子ども（3歳～小学生）＞ 

１８，０００円 ２，０００円 
【ホスピタリティテラス特典】 

 ピットウォーク（2日間対象） 

 パドック入場可（2日間対象） 

 Ｂ指定エリア入場 

 激感エリア入場 

 専用プラスチックパス 

※Jrには付きません 

※ホスピタリティテラスのご購入には観戦券が別途必要です。 

※３歳以上有料となります。（特典内容は大人同様となります） 

※ホスピタリティテラス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。 

 

※イラストはイメージです 

ホスピタリティテラスは別 途 観 戦 券 が必 要 です 

［価格はすべて税込］
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［価格はすべて税込］

パドック、ホスピタリティラウンジにも入れる最高級の観戦環境を提供 
 

 
 

グランドスタンド上部に位置し、東コースの大部分を見渡す

ことができるVIPスイート。新施設のオープンに伴い、VIP

スイート・プレミアムはVIPスイート、VIPテラス、パドックをは

じめ、新ピットビルディングのホスピタリティテラス(3階)、ホス

ピタリティラウンジ(2階）にもご入場いただけるようになりました。 

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 

【ＶＩＰスイート・プレミアム特典】 
 スペシャルランチボックス（決勝日4/19（日）のみ） 

 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） 

 大会公式プログラム 

 ピットウォーク(２日間対象） 

 グリッドウォーク（4/19 SUPER GT決勝レース前のみ）

 ＶＩＰテラス入場可（２日間対象） 

 パドック入場可（２日間対象） 

 ホスピタリティラウンジ入場可（２日間対象） 

 ホスピタリティテラス入場可（２日間対象） 

 記念品 
※MOBILITY STATION（オンラインショッピングサイト）から 

お申込みください。 

受付期間：2月19日（木）10:00～4月12日（日）24:00まで 

※３歳以上共通料金となります。（飲料・食事など特典内容は大人同様となります）

※駐車券は1名様～4名様までのお申込1件につき1台分となります。 

※ホスピタリティラウンジでのお食事対応はいたしておりません。 

※ＶＩＰスイート・プレミアムは数に限りがございます。完売の際はご了承ください。 

※お申込後のキャンセルは一切できません。 

※VIPテラスの販売はいたしておりません。VIPテラスはVIPスイートのお客様、 

車いす観戦指定席のお客様のご利用エリアとなりました。 

ＶＩＰスイート・プレミアム 

 
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 

 大人（中学生以上） 子ども 

4月18日（土）予選日 ２，０００円 
無料 

4月19日（日）決勝日 ２，０００円 

※写真はイメージです 

※ピットウォーク券のご購入には観戦券が別途必要です。 

※MOBILITY STATION（オンラインショッピングサイト※PC・モバイルサイト） 

からお申込みください。 

受付期間：4月12日（日）24:00まで 

※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。 

※小学生以下は無料です。  

※ピットウォーク時に、脚立のお持込はご遠慮ください。 

※グリッドウォーク券の一般発売はいたしません。 

今年よりピットウォーク券はMOBILITY STATION（オンラインショッピングサイト）にて前売販売いたします 

完売 

4月19日(日)決勝日のピットウォーク券は完売致しました。 

完売 

ＶＩＰスイート・プレミアムは完売致しました。 
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■前売観戦券（2日間有効） ※4月17日(金)も入場可 
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 
 

■前売観戦券 ファミ得チケット（2日間有効） ※4月17日(金)も入場可 

 
大人2名＋ 

子ども１名（3歳～高校生） 

大人2名＋ 

子ども２名（3歳～高校生） 

ゆうえんちモートピア パスポート付 

観戦券セット １１，６００円 １４，４００円 

Ｖ２指定席セット 
（指定席は決勝日のみ有効） 

２２，１００円 ２８，４００円 

※ファミ得チケットのＶ２指定席セットはMOBILITY STATION（オンラインショッピングサイト※PC・モバイルサイト）のみでの 

販売となります。 
 

■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 Ｖ１席 

５，０００円 ２，５００円 
 

 

■当日観戦券 

 大人 中・高校生 

４月１８日（土）予選日 ゆうえんち入園料（1,600円） 

４月１９日（日）決勝日 ６，５００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 Ｖ１席 Ｂエリア 

５，５００円 ３，０００円 １，５００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 

※高校生以下の方はＢエリアへ無料でご入場いただけます。 

※観戦券（一部券種を除く）にセットされているパスポート（レース開催日いずれか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。 

※指定席券は決勝日のみ有効です。   ※ペアチケットは前売のみの発売で、２名セットとなります。 

※V2、V1指定席券をお持ちの方は、Ｂエリアへの入場ができます。  ※V2、V1指定席をご利用の場合、3歳以上共通料金となります。 

※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 
＜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 

※パドックパスのご購入には観戦券が別途必要です。  

※パドックパスをご購入いただいたお客様は、Bエリアでのご観戦、激感エリアへのご入場、ピットウォークもお楽しみいただけます。   

※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。   

【パドックパス特典】 
 激感エリア（１コーナー手前イン側／２コーナーイン側）にご入場いただけます。 

※1コーナー手前のみ、決勝レーススタート前から3周回終了後まで入場できません。 

※激感エリアの詳細についてはホームページをご覧ください。 

 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。（限定販売） 

※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。 

※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。（当日現地でお引き替えいたします） 

 ピットウォークにご参加いただけます。（２日間対象） 

［価格はすべて税込］

［価格はすべて税込］

 Ｂエリアでご観戦いただけます。 
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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！ 

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 4月18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） 
4月12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） 

ＰＣ    http://mls.mobilityland.co.jp 

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

4月12日（日）24:00まで（24時間受付） 

4月18日（土）（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） 

Hondaファンシート 

今大会もHondaファンが一体となって応援を楽しめる「Hondaファンシート」が 終コーナーＲ席に

用意される。チケット購入者にはHonda応援グッズが特典としてプレゼントされるほか、トップドライバー

＆ライダーがファンシートに訪れ、ファンへの挨拶も予定されている。Hondaファンの方にはぜひ注目して

欲しい。 
 

 

※写真はイメージです 

Hondaファンシート（R席） 
ゆうえんちモートピア パスポート付 

５，５００円 
※MOBILITY STATION（オンラインショッピングサイト）のみでの販売となります。 

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

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。 

●レース決勝日のゆうえんちモートピアパスポートをお持ちの大人のお客様が、本レースご観戦をご希望の場合

は、別途追加料金2,300円にてご観戦いただけます。 

●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。 


