
鈴鹿８耐、
40 回目の夏
    今年も 7月 27 日㈭～ 30 日㈰に“コ
カ・コーラ” 鈴鹿 8時間耐久ロード
レース、通称「鈴鹿 8耐」が鈴鹿サー
キットで開催されます。

鈴鹿８耐は
４０回の大きな節目に

午前 11 時 30 分にスタート。
2 人または 3 人のライダー

が交代しながら「8 時間のスプリ
ントレース」とも形容される激し
い戦いを経て、午後 7 時 30 分に
迎える夕闇のチェッカー。そして
夜空を彩る大輪の花火－。

　1978（昭和 53）年の初開催以
降、真夏の過酷な環境の中、ドラ
マチックで感動的なレース展開に
より観客を魅了し続けてきた鈴鹿
８耐。

1979 年　第３コーナー（現在の第２コーナー）
38 年前の様子。この前年から８耐が開催され、
今に続く歴史が始まった。

1980 年　グランドスタンド
この年から世界耐久選手権レースの 1 つとして
組み込まれ、世界に認知される。

　その独自のレース形式は、バイ
クブームの到来とともにすさまじ
い勢いで人気を集め、世界にも魅
力を発信してきました。
　1990（平成 2）年前後には決
勝日だけで 15 万人以上を集めた
人気も一時期沈静化しましたが、
コース上で展開される「世界の本
当の本物の戦い」は、一度として
途切れることなく歴史を重ねてき
ました。近年は GP ライダーの参
戦などもあり、人気復活の兆しが
顕著になってきました。そして今
年、ついに 40 回の大きな節目を
迎えます。

1990 年　歓喜の表彰台と大観衆
　人気絶頂期の８耐。表彰台前は大観衆で埋め
尽くされた。

世界が認める
   ビッグイベントに

今年の鈴鹿 8 耐は「2016-2
017 世界耐久選手権シリー

ズ」の最終戦に位置づけられてい
ます。昨年からシリーズ構成が変
更されて、秋に選手権を開幕し、
真夏に行われる鈴鹿 8 耐をシリ
ーズ最終戦とすることになったの
です。
　名実ともに世界が認めるビッグ
イベントとなった鈴鹿 8 耐。40
回目の熱い夏が、もうすぐ私たち
のまち「鈴鹿」にやってきます。

これまでの感謝を伝えたい、
この大きな感動で。

見逃せない !
 豪華ゲストや記念イベント
   レース以外のイベントも大きな
魅力の鈴鹿 8 耐。40 回記念大会
となる今年は、例年にもまして豪
華な顔ぶれです。

ウェス・クーリー

グレーム・クロスビー

　第 1 回大会、
第 3 回大会で優
勝したウェス・
クーリー（アメ
リカ）、そして第
3 回大会でクー
リーとペアを組
んだグレーム・
クロスビー
( ニュージーラ
ンド)や“キング・
ケニー” ことケ
ニー・ロバーツ

（アメリカ）が来場。
　また、過去の大会に出場したレジェ
ンドマシンの展示やデモランが行わ
れます。さらに 175R、クアイフ、
nobodyknows+ らが出演する音楽イ
ベント「8 フェス」が初開催される
など、鈴鹿 8 耐を華やかに盛り上げ

n o b o d y k n o w s +

応援しよう !　地元チーム
   鈴鹿市に拠点を置き、鈴鹿８耐
に出場するチームを紹介します。
※「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
チームです。

F.C.C. TSR Honda（大使）
   過去 3 度の優勝を誇るトップ
チーム。今シーズンも世界耐久選
手権にフル参戦し、鈴鹿 8 耐が
世界王者に向けた凱旋の舞台とな
る。

MORIWAKI MOTUL RACING（大使）
　鈴鹿 8 耐に 9 年ぶりに帰って
くる強豪。グレーム・クロスビー、
ワイン・ガードナーなどの名ライ
ダーを発掘し、数々の伝説を生み
だした。

Honda 鈴鹿レーシングチーム
　本田技研工業㈱鈴鹿製作所の従
業員によって構成されるクラブ
チーム。鈴鹿 8 耐出場回数は 38
回を数える。最高順位は 4 位で、
念願の表彰台を目指す。

Ｔｅａｍ ｄｅ”ＬＩＧＨＴ
　イタリア製バイク「ドゥカティ」
専門店を母体とするチーム。昨年
の鈴鹿選手権シリーズチャンピオ
ンに輝き、鈴鹿8耐へ初挑戦する。



私たちも現場から
盛り上げていきます。

鈴鹿サーキットの遊園地は子
どもが操るアトラクション

が多いですが、中でも人気がある
のがバイクです。今回８耐の開催
に合わせて、観戦券をお持ちの方
はモトフィールド内のアトラク

ションに無料で
ご乗車いただけ
るイベントを予
定しています。
　また、プール
にいながら８耐
を楽しんでいた
だけるようモニ
ターを用意して
大画面で中継し、

ＢＧＭを実況に変えて放送しま
す。
　遊園地から８耐を盛り上げるこ
とで、お父さんやお母さんが家族
と一緒に行きたいと思っていただ
けるきっかけになればいいなと
思っています。小さなお子さまが
自分でバイクに乗って、本物の
レースを観ていただくことで、ラ
イダーに注目したり、マシンに興
味を持つなど、レースの雰囲気を
小さい頃から感じていただければ
嬉しいです。勤めて６年ほどにな
りますが、毎日子どもたちの笑顔
にやりがいを感じています。顔と
名前を覚えるほど通ってくれるお
客さまもいて、前に来てくれたと
きには乗れなかったバイクに、今
回乗れるようになったなど、子ど
もたちの成長を見せてもらえると
きは本当にうれしく思います。
　８耐に向けてまだまだたくさん
のイベントを企画し、盛り上げて
いこうと考えています。ご来園い
ただいた皆さまの笑顔を楽しみに
頑張っています。

今

株式会社モビリティランド

近藤　都貴さん
こんどう と     き

年入社 3 年目で、3 回目の
８耐になります。１年目は

入社後研修を受けてすぐの開催で
はありましたが、そこでのイベン
トに自分も関わりたいと思い、自
ら上司に懇願しました。昨年から
本格的にレース事務局として８耐
に関わらせてもらい、今年は特に
海外の統括団体（プロモーター）
とのやりとりなど、任されること
も多くなりました。第 40 回開催
への準備は、昨年の８耐が終わっ
た翌日から始めています。今シー
ズンから鈴鹿８耐が世界耐久選手
権の最終戦になったということも
あり、注目度の高さを感じていま
す。
　開催日まで残りわずかとなり、
大詰めを迎えてきました。昨年か
ら参加台数に制限がかかり、今年
は「選ばれし 69 チーム」による、
これまで以上にハイレベルなレー
スが期待できると思っています。
　当日のことを考えると、家に
帰っても心配で仕方がないです。

株式会社モビリティランド

宮内　勇さん
みやうち ゆう

特にスタートの
瞬間が一番緊張
します。手間取
ることなく、ト
ラブルもなく、
全員が上手くス
タートしてく
れ！と思ってい
ます。
　８耐のレースがこれから50回、
60 回と続いていく中で、今年の
第 40 回記念大会が、僕自身を含
めこのイベントに関わる多くの人
達にとって向こう 10 年、20 年
先へのジャンプアップの大会にな
るように、日々考え、成功に向け
て綿密な調整を行っています。



F1 鈴鹿市民応援席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～
～ 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、鈴鹿サーキットと本市の

共催で「鈴鹿市民応援席」を設置し

ます。

今年の見どころ　
史上最速の F1 を目撃せよ

　今年のF1マシンは、レギュレー
ション（規定）が大幅に改訂され、
車体はより幅広く、より低くなり、
精悍な姿となりました。もちろん、
見た目だけでなく、世界最高峰の
自動車レースにふさわしいパ
フォーマンスの向上が図られてい
ます。実際、第 2 戦中国 GP では、
昨年と若干コンディションは異な
るものの、1 周あたり 4 秒近く前
年を上回りました。
　今後マシンの熟成が進むことを
考慮すれば、エンジン規定が異
なっていた時代の鈴鹿サーキット
の絶対コースレコード 1 分 28 秒
954（2006 年 ミハエル・シュー
マッハー）を上回る可能性さえあ
ります。まさに「鈴鹿史上最速の
F1」を目撃できるかもしれませ
ん。

メルセデスＡＭＧペトロナスＦ1
チームのマシン比較

2016 年

2017 年

戦局に異状あり ?
　F1 マシンの変化は、同時に各
チーム（コンストラクター）の戦
力分布図を変える可能性がありま
す。ここ 3 年ほどはメルセデス
が圧倒的な強さを見せつけてきま
したが、今年はフェラーリが肉迫
し、レッドブルが 2 強を追う図
式となっています。シリーズ終盤
となる鈴鹿サーキットでの日本グ
ランプリ。今までと違う戦いが私
たちの目の前で展開されるかもし
れません。もちろん、マクラーレ
ン・ホンダの躍進にも大いに期待
したいところです。

2017 年シーズンを戦う
20 人のＦ1ドライバーたち

Ｆ１鈴鹿市民応援席
　Ｃ席（第２コーナー～Ｓ字）に
設置した｢鈴鹿市民応援席｣を、特
別価格で購入いただけます。

対　象　鈴鹿市民でチケットの送
り先が鈴鹿市内の方
と　き　１０月６日㈮～８日㈰
場　所　鈴鹿サーキット国際レー

シングコース
定　員　1,000 人（先着順）
特別価格　大　人 20,600 円（高

校生以上）子ども 4,200 円（3
歳～中学生）

※5 日間（5 日 ( 木 ) ～ 9 日（月・祝））

の乗り物乗り放題つきです（一部

を除く）。
購入期間 7 月 5 日㈬ 10 時～ 9

月 22 日㈮（24 時間受付）
申込み
1．次の「鈴鹿市民応援席」申込
み専用アドレスにパソコン、ス
マートフォンなどでアクセス

　※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モビス
テーションＩＤ・パスワード・
優待コード「Ｓ561130」（Ｓ
は大文字）など必要事項を入力

※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と

なります。

※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   

http://www.suzukacircuit.j

p/suzukashi/

　パソコン、スマートフォンなど
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 

059-378-1111（代）
（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

   今回の特集に関するご意見・ご感
想はこちら

地域資源活用課
382-9020　　382-0304 

chiikishigenkatsuyo@city.suzuka.lg.jp


