
鈴鹿のまちはモータースポーツ一色に鈴鹿のまちは タ ポ ツ 色に

鈴鹿モータースポーツフェスティバル
鹿の夏のGT３世界一決定戦「鈴鹿10

時間耐久レース（SUZUKA 10Ｈ）」

の開幕を前に、市内で開催されるの

が「鈴鹿モータースポーツフェスティバル」です。

鈴鹿市は、F1日本グランプリや鈴鹿8耐などのビッ

グレースが行われる鈴鹿サーキットをはじめ、

国内外のトップカテゴリーで活躍する二輪・四輪の

チームや選手が拠点に活動するモータースポーツ都市。

世界中から「SUZUKA 10H」のレースに注目が

集まる中、これら市内で活動するチームや選手が

一堂に会して、国内外に鈴鹿の魅力を発信します。

　また、世界一の称号を求めて集まったGT3の

マシンによる公道パレードなど、世界に誇るモーター

スポーツ文化を身近に感じられるイベントが盛り

だくさん。この夏はモータースポーツフェスティバル

で盛り上がろう。

と　き　８月22日㈭

　　　　10時30分～16時

ところ　イオンモール鈴鹿

　　　　第2駐車場 ほか

スパ・フランコルシャン（ベルギー）での公道パレード

パレードに参加する注目のマシンパレードに参加する注目のマシン

　国内外からやってくる

GT3のマシンたち。

モータースポーツファ

ンはもちろん、普段

レースを観戦しない

市民の皆さんに、パ

レードでの注目マシ

ンを紹介します。
チーム名：メルセデス AMG チーム グッドスマイル

マシン：メルセデスＡＭＧ ＧＴ３

ドライバー：谷口信輝／片岡龍也／小林可夢偉

チーム名：モデューロ ドラゴ  コルセ

マシン：ホンダ ＮＳＸ ＧＴ３ Ｅｖｏ

ドライバー：道上龍／大津弘樹／中嶋大祐
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チーム名：ＭＰレーシング
マシン：ニッサンＧＴ－Ｒ  ＮＩＳＭＯ ＧＴ３
ドライバー：ジョー・シンドウ／未定／未定

チーム名：チーム アップガレージ
マシン：ホンダＮＳＸ ＧＴ３ 
ドライバー：小林崇志／松浦孝亮／牧野任祐

チーム名：アウディチーム ヒトツヤマ
マシン：アウディR8 LMS GT3
ドライバー：アレッシオ・ピカリエロ　
 リチャード・ライアン　
 富田竜一郎

必見！ＧＴ３マシンによる公道パレード
世界に示す模範運転世界に示す模範運転

普段通りなれた道がパレードの舞台になる

フラッグで応援しよう！
　パレードを沿道で応援する皆さんは、
配られたフラッグを振って、選手に
エールを送りましょう。なんと、この
旗は特典付き。イオンモール鈴鹿で
行われる豪華景品が当たる抽選会
に参加できるので、応援の際は、
必ず受け取って持ち帰りましょう。

　鈴鹿モータースポーツフェスティバル最大の見
どころは、なんと言っても公道パレードです。鈴鹿
サーキットからイオンモール鈴鹿までの往復約
6.6kmのコースを、鈴鹿10時間耐久レースに出場
するＧＴ3のマシン約40台が、三重県警の警察車
両を先頭に走行し、交通安全を呼びかけます
（コース図は5ｐ参照）。マシンをドライブするのは
運転のプロの選手たち。まさに究極の模範運転と
言えるでしょう。
　モータースポーツのまち鈴鹿だからこそ実現し
た国内最大級のパレードは、国内のみならず世界
に配信され、世界中に「SUZUKA」の名がとどろ
きます。

公道を走るモンスターマシン公道を走るモンスターマシン
　ＧＴ３のマシンは、全て規定に基づいて市販車を
改造したマシンです。市販車といっても高性能の
スーパーカーがベース車両となっていて、例えば
ホンダNSXの場合、改造が施された価格は約
5,600万円にもなります。その馬力は500馬力以上で、
モンスターマシンと言っても過言ではありません。
　これらGT3のマシンは、均一に舗装された
コース上を速く走行するために、車高は低く調整
されています。そのままでは一般道を走行する
ことはできないため、パレードのために、車高を
高くして走行します。普段のレース時とは違う
姿が見られそうです。
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１１時～１
２時

※フラッグのデザインはイメージです。



イ ベ ン ト 内 容場　所 鈴鹿モータースポーツフェスティバル
10：00 30 11：00 30 12：00 30 13：00 30 14：00 30 15：00 30

オープニング 和太鼓 鈴鹿10Hトークショー トライアル・モトクロス

トライアル・モトクロス

和太鼓

和太鼓パレード通過 セレモニー 鈴鹿モータースポーツトークショー

ステージ／
パフォーマンスエリア

10Hドライバーサイン会
10H車両展示
鈴鹿MS乗車体験
サマー大抽選会

レーシングマシンパレード

イ
オ
ン
モ
ー
ル
鈴
鹿

市街地

入
場
券

鈴鹿市民の方は、下記の入場券で鈴鹿サーキットの入場料・駐車場代が無料になります。
8月22日㈭ 鈴鹿市民デー モータースポーツフェスティバル

※当日限り有効　※5人まで　※切り取ってお持ちください
※入場券提示で1台駐車料金無料 ※乗り物代は別途必要 （鈴）

入
場
券

8月22日㈭ 鈴鹿市民デー モータースポーツフェスティバル

※当日限り有効　※5人まで　※切り取ってお持ちください
※入場券提示で1台駐車料金無料 ※乗り物代は別途必要 （鈴）

※イベントは天候などの状況により、予告なく中止・変更となる場合があります。タイムテーブルタイムテーブル

ータースポーツフェス
ティバルでは、公道パ
レードのほかにも、イベ

ントがめじろ押し。メイン会場の
イオンモール鈴鹿では、SUZUKA 
10Hに関する車両展示のほか、鈴
鹿市内を拠点に活動するチーム
や選手が集結します。選手たちと
も交流でき、ファンならずとも楽し
いイベントです。その注目イベント
を紹介します。

モ GT3マシン展示／サイン会GT3マシン展示／サイン会

　パレードを行ったマ
シンや選手と交流がで
きる貴重な機会です。
たくさんのサインをゲッ
トしよう。

12時30分～13時5
5分12時30分～13時2

5分

10時45分
～

13時25分
～

トライアル・モトクロス
パフォーマンス
トライアル・モトクロス
パフォーマンス

SUZUKA 10Hドライバーズ
トークショー

SUZUKA 10Hドライバーズ
トークショー 12時30分

～12時50
分

　SUZUKA 10H
出場ドライバーに
よるトークショー
では、ミカ・ハッ
キネン選手など
の注目選手が出
演予定です。

　全日本トライアル選手権国内最高峰クラスで
6連覇中の小川友幸選手（チームMITANI）と
2015年全日本モトクロス国内最高峰クラスで
チャンピオンを獲得した小島庸平選手（ベルズ
レーシング）が、目の前でその技を披露します。
　

■Made in SUZUKAレーシングマシン乗車体験
　鈴鹿を拠点に活躍する2輪・4輪マシンが集合します。
■サウンドパフォーマンス音綯（おとない）
　和太鼓による迫力ある演奏で会場を盛り上げます。
■鈴鹿モータースポーツトークショー
　鈴鹿にゆかりのある選手が多数登場します。小川 友幸 選手 小島 庸平 選手

10：30～10：4510：30～10：45 11：10～11：3011：10～11：30 12：30～12：5012：30～12：50 13：25～13：4513：25～13：45 14：45～15：0014：45～15：00

13：55～14：4013：55～14：4012：55～13：1512：55～13：15

12：30～13：5512：30～13：55
12：30～13：2512：30～13：25

10：30～11：3010：30～11：30 12：30～15：0012：30～15：00

12：30～14：0012：30～14：00

11：00～12：0011：00～12：00

11：55～12：1511：55～12：1511：35～11：5511：35～11：5510：45～11：0510：45～11：05
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公道パレード実施に伴う交通規制のお知らせ公道パレード実施に伴う交通規制のお知らせ
　パレード開催にあたり、次のとおり交通規制を行います。自家用
車などをご利用の方は迂回路を、公共交通機関をご利用の方は
休止するバス停や迂回運行路線をご確認の上、ご利用ください。
ご不便やご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。

規制時間　8月22日㈭11時～12時30分（パレードは11時～12時）
走行ルート　鈴鹿サーキット～イオンモール鈴鹿（往復約6.6km）
※交通状況などにより変更する場合があります。

三重交通G
迂回運行ダイヤ
○白子駅～平田町駅
　９時17分発～
　13時23分発
○平田町駅～白子駅
　９時34分発～
　13時34分発
※その他のダイヤは、
　通常どおりです。

休止バス停
南道伯、北道伯、東住吉、
西住吉、奈良、本田技研、
イオンモール鈴鹿正面前、
イオンモール鈴鹿けやき
通り、旭化成前

C-BUS
休止バス停
○全線のイオンモール鈴鹿
○太陽の街・平田線と
　白子・平田線の旭化成
○白子・平田線の
　白子サンズ
○9時58分発以降の
　住吉町奈良、
　住吉三丁目、
　鈴鹿コミュニティー、
　阿古曽西、
　鈴鹿ハンター

使用するバリケード

●交通規制区間をバリケードで囲い込むため、車両や歩行者の通行、出入り、横断などは一切できません。
●安全のため、ガードマンやパレードサポーターの誘導などに従ってください。
●ドローンの使用など、観覧者への迷惑や危険になる行為は禁止します。
●観覧推奨エリアにトイレはありません。
●駐車場には限りがあります。
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鈴鹿10時間耐久レース
真夏のGT3世界一決定戦真夏のGT3世界一決定戦

　昭和41年から続いた四輪の耐久レース「鈴鹿1000Km」。そのDNAを受け継ぎ、距離ではなく
時間での争いとして昨年生まれ変わったのが「鈴鹿10時間耐久レース（SUZUKA 10H）」で、
２年目のレースを迎えます。

　昭和41年から続いた四輪の耐久レース「鈴鹿1000Km」。そのDNAを受け継ぎ、距離ではなく
時間での争いとして昨年生まれ変わったのが「鈴鹿10時間耐久レース（SUZUKA 10H）」で、
２年目のレースを迎えます。

　さんさんと降り注ぐ太陽の下、マシンたちがコースを駆け抜けていく。
アスファルトからの照り返し、ドライバーたちの懸命な走り、そして観客の
熱気で、サーキットはさらに熱くなる。

　さんさんと降り注ぐ太陽の下、マシンたちがコースを駆け抜けていく。
アスファルトからの照り返し、ドライバーたちの懸命な走り、そして観客の
熱気で、サーキットはさらに熱くなる。

　レース終盤、日が沈み暗闇に包まれたコースを、走行するマシ
ンの光の帯がごう音を伴い切り裂いていく。レースのチェッカーは
20 時。サーキットは歓喜の渦に包まれる。

　レース終盤、日が沈み暗闇に包まれたコースを、走行するマシ
ンの光の帯がごう音を伴い切り裂いていく。レースのチェッカーは
20 時。サーキットは歓喜の渦に包まれる。



コース上で戦う歴戦の強者たちコース上で戦う歴戦の強者たち
　今年は、昨年に増してマシンだけでなく国内
外から有力選手が集結する大会になりました。
その有力選手の一人が1998年と1999年のF1
世界選手権シリーズチャンピオンを獲得したミカ・
ハッキネン選手
（フィンランド）で、
往年のF1ファンに
は懐かしいドライ
バーです。今回が
引退後日本での
初めてのレースで、
注目が集まります。
　また、日本からは、国内最高峰シリーズの
SUPER GTやスーパーフォーミュラでのチャン
ピオン獲得経験のある脇阪寿一選手、道上龍
選手、谷口信輝選手、片岡龍也選手、石浦宏明
選手、松田次生選手、本山哲選手などが参戦
し、世界のドライバーを迎え撃ちます。
　レースでは、歴戦の強者たちによる激しい戦い
が期待できそうです。

　レース以外のイベントも楽しめるのがSUZUKA 
10H。今回行われるのは「バブリー グルービー 
サウンド シャワー」で、有名なクラブで活躍す
るDJが奏でる音楽に合わせて、１ステージ約
7,000リットルのス
プラッシュウォーター
と24万球のバブル
が降り注ぎます。
踊って楽しんだり、
火照った体をクー
ルダウンしよう。

前10時、参加する全車がグリーンシグ
ナルの点灯とともに一斉にスタートラ
インを通過し、10時間にも及ぶ戦いの

火ぶたが切られます。世界中から集まったメルセ
デス、フェラーリ、ポルシェなどのヨーロッパ車に
加え、ホンダ NSXや日産GT-Rなどの日本車を
ベースとしたマシンたちが、世界一の称号と総額
1億円の賞金獲得を目指します。
　レースでは、わずかな油断がたちまちリタイアにつ
ながる場合もあります。このため10時間もの間、選手
たちは集中し続けなければなりません。その集中力を
削ぐかのような夏の暑さ。また、その暑さはマシンに
とっても過酷で、トラブルを誘発することもあります。

　さまざまな困難を乗り越え、走り切ったマシンや
選手たち。完走した者たちを、観客が歓声で出迎え、
花火が祝福します。
　どのチームが勝つのか最後まで分からない
SUZUKA 10H。予測不能な戦いを現地で見届け
ましょう。
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午

8月23日㈮　公式車検、フリープラクティスなど

　  24日㈯　公式車検、公式予選など

　  25日㈰　決勝レース（10時～20時）

水とバブルのサマーフェス水とバブルのサマーフェス

と　き　8月24日（土）・25日（日）10時～19時
ところ　鈴鹿サーキット GPスクエア

　chiikishigenkatsuyo@city.suzuka.lg.jp

　382-9020　　382-0304

この特集の感想やご意見は、地域資源活用課　

①全車スタート
②至るところで戦いが
③夜間走行は幻想的
④夏の強い日射しの
　中で行われる
⑤祝福の花火❶❶

❷❷

❹❹ ❺❺

❸❸

ミカ・ハッキネン選手

レーススケジュールレーススケジュール


