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8月 24日㈮～ 26日㈰

　世界の有力チーム・マシン・ドラ
イバ ーが 集まる国際 4輪耐久レース
が、鈴鹿サーキットで新しく始まり
ます。今回は、より楽しく観戦でき
るよう、概要などについてお伝えし
ます。

耐久レースと言えば、2輪の
鈴鹿 8時間耐久ロードレー

ス、いわゆる「鈴鹿 8 耐」を思
い浮かべる方も多いでしょう。し
かし、日本初の耐久レースの先駆
けは、昭和 41 年に開催された 4
輪の「鈴鹿 1,000km レース」な
のです。各チーム自慢の GTマシ
ンをドライバーが操り、1,000k
m をいかに速く完走するかを競
うレースで、46 回開催されてき
ました。その歴史に終止符を打ち
、新たに世界各地で全 4 戦行わ
れる国際シリーズの一つとして生
まれ変わります。

GTマシンとは？
●F1 に並ぶ国内最高峰のレースマシ

ンで、市販の自動車を元に改造さ

れたもの。

●ホンダ、ニッサンといった国内メ

ーカーや、ポルシェや、アウディ、

フェラーリ、ランボルギーニ、メ

ルセデスなどの外国車勢も参戦。

●各マシンの性能が同じくらいにな

るよう性能調整されている。

　今年から国内シリーズに参戦し
た「Honda NSX GT3」がエント
リーしています。鈴鹿サーキット
を走り慣れている国内勢と、海外
の激しい耐久レースを走り慣れて
いる海外勢の戦い。マシンの性能
はある程度同じになるよう調整さ
れている中、レース展開やマシン
のセッティングなどの駆け引きが
勝敗を分けます。賞金総額１億円
をかけて、どのチームがより速く
10時間を走り抜けるのか、最後
まで目が離せません。

注目チーム・ドライバー
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RACING & Team UKYO のトリオ

（小林可夢偉さん、片岡龍也さん、谷

口信輝さん） の走りにご注目くださ

い。

レ「　　ース以外も楽しみたいなぁ。」
と思われる方、ご安心ください。
イベント広場では、デコトラ十数
台が集結し、音楽とともにみんな
で泡まみれになって盛り上がる今
話題の「泡トラ」が開催されます
。ほかにもゆうえんちエリアの観
覧車からレースを眺めたり、暑さ
しのぎにプールで遊んだり、ホテ
ルエリアでビュッフェを堪能した
り、レースだけではない楽しみ方
が満載です。各々の楽しみ方で
10時間を満喫し、世界一が決ま
る瞬間をその目でご覧ください。

楽しむためのワンポイント
あると便利！

●帽子、日焼け止めグッズ（夏の日

差し対策）

●デジカメ、サインペン、色紙（ド

ライバーに遭えるかも）

●着替え、タオル（泡まみれで濡れ

たりします）

※熱中症にならないために、小まめ

に水分を補給し、日陰で休むなど

無理せず観戦しましょう。

　今回、8 耐に並ぶ新たな 4 輪

耐久レースの文化を創りたいと思

い開催することに至りました。

GT3 クラスの世界一を決める

レースとして世界に誇れるビッグ

イベントに育てていきたいと考え

ています。　

　この初開催となる「ＳＵＺＵＫ

Ａ10Ｈ」に、モータースポーツ

ファン、自動車好きな方にお越し

いただきたいのはもちろんです

が、自動車・レースに興味がない

方にも、「鈴鹿モータースポーツ

フェスティバル」や、併催イベン

トの「泡トラ」をきっかけに、レー

スの魅力に触れていただきたいと

鈴鹿サーキット総支配人

塩津 宏幸さん

思います。鈴鹿

市内がたくさん

のお客さんで盛

り上がり、関係

する皆さんに

とって、新たな

価値を生み出す

新しい夏の祭典

になることを期

待しています。



国内最大級の公道パレードへ
ようこそ♪

～交通安全を世界へ～
　「鈴鹿10時間耐久レース」に先立ち 、
8月23日㈭にイオンモール鈴鹿をメイ
ン会場に鈴鹿モータースポーツフェス
ティバルを開催します。中でもレースに
出場するマシン最大50台の公道パレ
ードは必見です。

スパ・フランコルシャン（ベルギー）で行われた公道パレード
※これはイメージです。

モータースポーツフェスティ
バルでは、2輪・4輪問わ

ず、モータースポーツに関するイ
ベントを行います。鈴鹿 10時間
耐久レースに出場するレーシング
マシンの紹介や、市内を拠点に活
動するメイドイン鈴鹿のレーシン
グマシンの展示、フリースタイル
モトクロス（FMX）の迫力ある
ジャンプを含んだパフォーマンス
、お子さん対象の交通安全教室な
どなど。モータースポーツファン
はもちろん、これまでレースを観
戦したことがない方を含め、子ど
もから大人まで誰もが楽しめます。

交通規制案内
　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
や迂回運行路線を確認の上、利用し
てください。ご不便、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。

規制日時　8 月 23 日㈭ 11時～
12時 30分（パレードは 11時
30分～ 12時 30分）
パレード走行ルート　鈴鹿サーキ
ット～イオンモール鈴鹿（往復
6.6km）  ※交通状況などにより変

更する場合があります。
　鈴鹿サーキット～イオンモール鈴鹿（往復6.6km）

※その他のダイヤは、通

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

鈴鹿

　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

　とイオンモール鈴鹿

　11時23分発の住吉町

　奈良、住吉三丁目、鈴鹿

　コミュニティー、阿古曽

交通規制区間

迂回ルート

三重交通バス迂回ルート

観覧推奨エリア

※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

9 時 42 分発～ 12 時 42 分発

（ 平田町駅行き）

○平田町駅

10 時 5 分発～ 12 時 50 分発

（ 白子駅行き）

※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
○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 分発とイオンモール鈴鹿 11

時 23 分発の住吉町奈良、住吉三

丁目、鈴鹿コミュニティー、阿古

曽西、鈴鹿ハンター

　そして最も注目すべきは「公道
パレード」。このパレードでは、
三重県警察本部の白バイの先導に
より、国内外のトップドライバー
がレーシングマシンを使った模範
運転を行うことで、交通安全を呼
びかけるほか、交通安全啓発用の
小旗を振り、交通安全やモーター
スポーツ都市鈴鹿を全世界へ発信
します。地域の皆さんや関係団体
のご協力のもと、市街地から近い
ところにサーキットがある、とい
う世界的にも稀な立地にある鈴鹿
だからこそ実現するこのパレード
を、まち全体で盛り上げましょう。

・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、ガードマンやボラン

ティアの誘導などには従ってくだ

さい。

・ドローンの使用など、観覧者の迷

惑になることは禁止します。

・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。

今回の特集に関するご意見・ご感想は
地域資源活用課

382-9020　　382-0304
chiik ishigenkatsu yo@cit y.suzuka 

.lg.jp


