
Ｆ１鈴鹿市民応援席
～Ｆ１日本グランプリは

      市民応援席で観戦しよう～

　鈴鹿市民の皆さんに世

界最高峰の自動車レース

を肌で感じていただき、

「モータースポーツ都市」

鈴鹿の市民としての誇り

を持っていただきたいこ

とから、鈴鹿サーキット

と鈴鹿市の共催で「鈴鹿

市民応援席」を設置しま

す。

今年の見どころ

　昨年、7年ぶりにＦ１

参戦を果たしたマクラー

レン・ホンダ。ともにチャ

ンピオン経験を持つフェ

ルナンド・アロンソ、ジェ

ンソン・バトンという 2

人のドライバーで臨んだ

2015 年シーズンは、入賞

6回に留まる苦しいシー

ズンとなりました。しか

し、2016 年シーズンは、

強力なドライバー布陣は

そのままに、パワーユニッ

トの開発規制緩和を味方

につけて序盤からポイン

トを積み重ねており、今

後のさらなる活躍が期待

されています。マクラー

レン・ホンダにとって、

ホームコースである鈴鹿

でどのような走りを見せ

てくれるのか、今から楽

しみです。

  一方、昨シーズン圧倒

的な速さを誇ったメルセ

デスＡＭＧは、2年連続

ドライバーズチャンピオ

ンを獲得したルイス・ハ

ミルトンと 2015 年終盤か

ら 2016 年序盤にかけて 7

連勝と波に乗るニコ・ロ

ズベルグの 2枚看板が健

在で、今年もＦ１世界選

手権シリーズをリードし

ています。

　しかし、昨年メルセデ

ス AMG 以外で唯一 3勝を

あげたセバスチャン・ベッ

テルを擁するフェラーリ

やレッドブル、ウイリア

ムズといった上位チーム

との差は縮まっており、

シーズン後半となる鈴鹿

での日本グランプリでは

激しい優勝争いが展開さ

れると予想されています。

このＦ1日本グランプリ

を、鈴鹿市民応援席で観

戦しませんか。

左からフェルナンド・アロンソ、

セバスチャン・ベッテル、キミ・

ライコネン、ニコ・ロズベルグ、

ジェンソン・バトン、ルイス・

ハミルトン

2016Ｆ1 日本グランプリ

平成 28 年 10 月 7 日 ( 金 )

               ～ 9 日 ( 日 )

鈴鹿サーキット

      国際レーシングコース

　鈴鹿市民でチケットの送り先が鈴鹿市内の方 

Ｃ席 (第 2コーナー～Ｓ字 )

に設置する｢鈴鹿市民応援席｣

へ特別価格でご招待

対　象　鈴鹿市民でチ

ケットの送り先が鈴鹿

市内の方
※市民応援席では、会場を盛り

上げるパフォーマンスにご協

力ください。

特別価格　大人 2万 600

円 ( 高校生以上 )、子

ども 4,200 円 (3 歳～中

学生 )
※5日間(6日(木)～10日(月・

祝 )) の遊園地乗り物乗り放題

付きです（一部を除く）。

購入期間　7月 5日㈫ 10

時～ 8月 31 日㈬ (24 時

間受け付け )

定　員　1,000 人 ( 先着

順 )

申込み　

1 次の「鈴鹿市民応援席」

申込専用アドレスにパ

ソコン、携帯電話など

でアクセス
※市ホームページからもアクセ

スできます。

2 画面の指示に従って必

要事項を入力
※購入時に MOBILITY 

STATION( 鈴鹿サーキット

オンラインチケットサイト )

への会員登録が必要です。

※1 人 10 枚まで

※精算方法はクレジットカード

または代引き　
※チケットは 8 月から順次発送

｢鈴鹿市民応援席｣申込み

専用アドレス
  　　　

   パソコン・携帯電話を

お持ちでない方は、鈴鹿

サーキットへお問い合わ

せください。

　鈴鹿サーキット営業課　　    

378-1111( 代表 )　

( 月～金曜日の 10 時～ 17 時 )

主　催　株式会社モビリ

ティランド ／ 鈴鹿市

協　力　鈴鹿商工会議所 

／ NPO 法人 鈴鹿市体

育協会 ／ 一般社団法

人 鈴鹿市観光協会 ／

NPO 法人 鈴鹿モーター

スポーツ友の会

http://www.suzukacircuit

.jp/suzukashi/

http://www.suzukacircuit.jp/suzukashi/


Ｆ1を楽しむための

豆 知 識

最先端技術が惜しみなく

投入されるＦ1マシン

速さを競うレースの裏にある

先進技術のバトルにも要注目

かつて Honda の創業者である

本田宗一郎氏が「レースは走

る実験室」と語ったように、

世界最高峰の F1 マシンには

その時代ごとの最先端技術が

惜しみなく投入されてきまし

た。そして実は、普段私たち

が乗っている市販車にもここ

で培われた技術が応用されて

います。

　現在の F1 マシンは、コン

パクトカー並の排気量 1.6L

のエンジンに余った熱エネル

ギーと運動エネルギーを再利

用する ERS( エネルギー回生

システム )を組み合わせ 900

馬力ものパワーを発揮し、そ

の最高速度は軽く時速 300ｋ

ｍを越えています。ドライ

バーたちの戦いだけでなく、

マシンを開発する世界屈指の

技術者たちによる先進技術の

戦いも F1 を面白くしている

要素のひとつです。

鈴鹿サーキット 5.807km を

1 分 28 秒で駆け抜ける

　Ｆ1マシンは、鈴鹿サー

キットの国際レーシングコ

ース 5.807km をわずか 1分

28 秒で駆け抜けます。その

驚くべきスピードはさまざま

なカテゴリの鈴鹿サーキット

のコースレコードと比較する

とよく分かります。国内最高

峰の GT カーレース SUPER GT

の GT-R がもつタイムは 1分

47.630 秒、有名なオートバ

イレース鈴鹿 8耐 CBR1000RR

がもつタイムが 2分 07.943

秒です。これらのタイムに対

してＦ１のフェラーリが叩き

出した鈴鹿のコースレコード

は 1分 28.954 秒。Ｆ１マシン

の速さがよく分かります。

Ｆ1ドライバーは

         選ばれし 22 人

　誰よりも先にチェッカーフ

ラッグを受けることだけを目

指し、アクセル全開でサー

キットを駆け抜けるＦ1ドラ

イバー。

  他のスポーツと違いＦ1は

毎日練習できるものではあり

ません。限られた練習環境の

なかで確実に成績を残し、

チームと契約ができるのは真

の実力と強運を持ち合わせた

数少ないドライバーだけなん

です。

Ｆ１だけじゃない　

          まだまだあります

バイクも元気な鈴鹿の

          モータースポーツ

　鈴鹿市に拠点を置き、日本

国内のみならず世界で活躍す

るチームや選手を紹介しま

す。
※「( 大使 )」の表示は、鈴鹿と・き・

め・きモータースポーツ大使を委嘱

しているチームや選手です。

ＴＳＲ(大使 )

　「鈴鹿 8時間耐久ロードレ

ース」で 3度の優勝を誇り、

昨年の鈴鹿 8耐でも 2位表彰

台を獲得した名門チーム。

2016 年は、FIM ロードレース

世界耐久選手権シリーズに挑

戦し、その第 1戦となる「ル・

マン 24 時間耐久ロードレー

ス」で見事 3位入賞していま

す。この勢いで、世界耐久選

手権の第 3戦でもある「鈴

鹿 8時間耐久ロードレース」

の優勝奪還を目指していま

す 。

モリワキレーシング (大使 )

　昨年、鈴鹿市民でもある高

橋裕紀選手を擁し、全日本ロ

ードレース選手権Ｊ－ＧＰ2

クラスに加え、アジアロード

レース選手権でもシリーズチ

ャンピオンを獲得したモリワ

キレーシング。今シーズンは、

2017 年の「鈴鹿 8時間耐久

ロードレース」参戦を見据え、

「全日本ロードレース選手権」

の最高峰クラス JSB1000 クラ

スにも参戦。更なる活躍が期

待されています。

小島庸平選手 (大使 )

　本市出身のモトクロスライ

ダー小島庸平選手。2015 年シ

ーズンに全日本モトクロス選

手権の最高峰ＩＡ1クラスで、

自身初のシリーズチャンピオ

ンを獲得。シリーズ連覇に向

けて、奮闘しています。

TEAM MITANI

　高低差や傾斜が複雑に設定

されたコースをオートバイに

乗ったまま走り抜けるトライ

アル。鈴鹿市に本拠地を置く

TEAM　MITANI には、その競

技の最高峰の全日本トライア

ル選手権ＩＡＳクラスで現在

3年連続シリーズチャピオン

を獲得し、4連覇に向けてチ

ャレンジを続けている小川友

幸選手が所属しています。

Honda 鈴鹿レーシングチーム

本田技研工業株式会社 鈴鹿

製作所の従業員によって構成

されるクラブチームながら、

鈴鹿 8耐では 2014 年 6 位、

2015 年 8 位と安定した成績

を残しています。今年こそ悲

願の表彰台を目指して頑張っ

ています。

広報すずか特集「Ｆ１鈴鹿市民応

援席」についてのご意見・ご感想は、

地域資源活用課へ

　382-9020　　382-0304　

　chiikishigenkatsuyo@

                       city.suzuka.lg.jp


