
 

 

 

 

 

 

 

 

 ２０１０年５月２日 

FUJI SPRINT CUP 実行委員会 

 

JAF Grand Prix 
SUPER GT & Formula NIPPON FUJI SPRINT CUP 2010 

― インフォメーション VOL.1 ― 
 
１．大会概要 
 

 ２０年振りの復活となる「ＪＡＦグランプリ」タイトルが付与されることになった本大会は、開催

日程を３日間とし、１１月１２日（金）をフリー走行・予選日としました。 

また、日本で最も参加台数が多いＪＡＦ公認のナンバー付車両によるワンメイクレースで、本大会

では東南アジアからの参加も予定されている「ネッツカップヴィッツレース」（ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌｧｲﾅﾙ）、日本

独自のナショナルフォーミュラ「Ｆ４」（ｺﾝｽﾄﾗｸﾀｰ日本一決定戦）、往年の日産サニーやトヨタスター

レットなどが当時のカラーリング姿で参戦する「マイナーツーリングカーレース」を併催レースと 

して組込みました。 

また、マツダロードスター（レース車両）を使用し、レース界を牽引してきた往年のトップドライ

バーによる「レジェンドカップ」をエキシビジョンレースとして実施します。 

 なお、本大会ではＧＴ５００クラス優勝チームおよびＦ４の年間最多優勝コンストラクターに国土

交通省から国土交通大臣賞がそれぞれ授与されます。 

 

(1) 大会名称 

ＪＡＦ Ｇｒａｎｄ Ｐｒｉｘ  

ＳＵＰＥＲ ＧＴ ＆ Ｆｏｒｍｕｌａ ＮＩＰＰＯＮ ＦＵＪＩ ＳＰＲＩＮＴ ＣＵＰ ２０１０ 

（JAF ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ ｽｰﾊﾟｰ GT & ﾌｫｰﾐｭﾗ･ﾆｯﾎﾟﾝ 富士 ｽﾌﾟﾘﾝﾄ ｶｯﾌﾟ 2010） 

(2) 開催テーマ 

①日本モータースポーツの活性化 

②新たなモータースポーツイベントの提案 

③モータースポーツファンへの感謝 

(3) 開催日程 

２０１０年１１月１２日（金）～１４日（日） 

 ・１１月１２日（金）フリー走行・予選  

 ・１１月１３日（土）決勝（１回目） ／１１月１４日（日）決勝（２回目）   

(4) 開催場所 富士スピードウェイ（静岡県駿東郡小山町中日向６９４） 

(5) 主  催 
株式会社ＧＴアソシエイション（ＧＴＡ）／株式会社日本レースプロモーション（ＪＲＰ） 

富士スピードウェイ株式会社（ＦＳＷ）／富士モータースポーツクラブ（ＦＭＣ） 

(6) 公  認 国際自動車連盟（ＦＩＡ）、日本自動車連盟（ＪＡＦ） 

(7) 企画運営 ＦＵＪＩ ＳＰＲＩＮＴ ＣＵＰ実行委員会 

(8) レ ー ス 
スーパーＧＴ（GT500 ｸﾗｽ・GT300 ｸﾗｽ）、フォーミュラ・ニッポンの 

３カテゴリーが各１００km の決勝レース（22 周）を土日両日とも実施 

(9) 併  催 

レ ー ス 

Ｎｅｔｚ  Ｃｕｐ  Ｖｉｔｚ  Ｒａｃｅ  ２０１０ Ｇｒａｎｄ Ｆｉｎａｌ 

国土交通大臣杯 Ｆ４レース・コンストラクター日本一決定戦(予定) 

マイナーツーリングカーレース 

(10)エキシビジョン レジェンドカップ（往年のトップドライバーによるスペシャルレース） 

(11) 表  彰 

①ＧＴ５００クラス、ＧＴ３００クラス、フォーミュラ・ニッポンの各総合 

優勝者にＪＡＦグランプリタイトルを授与 

②ＧＴ５００クラス優勝チームに国土交通大臣賞を授与 

※賞金は別途発表 

※Ｆ４は今シーズンの最多優勝コンストラクターに国土交通大臣賞を授与 

(12) 後  援 
（2010 年 5 月 2 日現在） 

国土交通省、小山町、御殿場市、裾野市、 

静岡県観光協会、小山町観光協会、御殿場市観光協会、裾野市観光協会 



 

２．レーススケジュール 
 

 メインレースの決勝レースは、フォーミュラ・ニッポン、ＧＴ３００クラス、ＧＴ５００クラスの

順で、それぞれ１００ｋｍ（22 周）のスプリントレースを土曜日と日曜日の両日開催します。 

 また、表彰式については、全レースの終了後に３カテゴリーをまとめて実施します。 

 

日付 時間帯 内容 

午前 

スーパーＧＴフリー走行 

フォーミュラ・ニッポンフリー走行 

ヴィッツ予備予選 

１１／１２ 

（金） 

午後 

スーパーＧＴ５００クラス予選 

スーパーＧＴ３００クラス予選 

マイナーツーリングカーレース予選 

フォーミュラ・ニッポン予選 

ヴィッツコンソレ決勝 

午前 

ヴィッツ予選 

Ｆ４予選 

マイナーツーリングカーレース決勝 

レジェンドカップ １１／１３ 

（土） 

午後 

フォーミュラ・ニッポン決勝①（100 ㎞・22 周） 

スーパーＧＴ３００クラス決勝①（100 ㎞・22 周） 

スーパーＧＴ５００クラス決勝①（100 ㎞・22 周） 

表彰式① 

午前 

Ｆ４決勝 

ヴィッツ決勝 

レジェンドカップ 
１１／１４ 

（日） 

午後 

フォーミュラ・ニッポン決勝②（100 ㎞・22 周） 

スーパーＧＴ３００クラス決勝②（100 ㎞・22 周） 

スーパーＧＴ５００クラス決勝②（100 ㎞・22 周） 

表彰式② 

※現時点での計画です。スケジュール、内容は変更となる場合がありますのでご了承ください。 

※レース以外のセレモニーや場内イベント等については別途発表いたします。 

 

 

 

３．大会ロゴ 
 

一般のスポーツで褒賞の記念品として授与する“メダル”をモチーフにデザインしました。 

国内トップカテゴリーを同日開催するという日本モータースポーツ史上初のレースイベントで 

あることから、表彰式では通常のトロフィーに加え、ロゴを配した金銀銅メダルの授与を検討中です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

※上記ロゴは現時点での方向性を示したものであり、今後修正されることがあります。 

※上記ロゴデータ（PDFファイル）については、３社のウェブサイト（メディアページ）にてダウンロードできます。 



 

４．特設ウェブサイトの開設 
 

 本大会をより多くの方に認識いただくために、特設ウェブサイトを６月より開設する予定です。 

レースの見どころやイベント情報、スーパーＧＴ、フォーミュラ・ニッポンの概要や歴史、ＪＡＦ

グランプリの歴史や意義などに加え、ドライバーや監督、メカニック、ジャーナリストなど関係者の

コメントを随時アップする予定です。 
 

※アドレス等、詳細につきましては、別途ご案内させていただきます。 

 

 

 

５．今後のメディア説明会の予定 
 

 ＦＵＪＩ ＳＰＲＩＮＴ ＣＵＰ実行委員会では、今後、以下のスケジュールで最新情報をご説明 

させていただく予定です。 

 

 日程 大会名 場所 

第２回 ７／１８（日） フォーミュラ・ニッポン第３戦 

第３回 ９／１２（日） スーパーＧＴ第７戦 
富士スピードウェイ 

第４回 １０／中旬予定 ― 未定 

 

 

 

＜参考＞２０１０年 各シリーズ戦 開催スケジュール 

 

    SUPER GT   Formula NIPPON  

日程   場所    日程    場所 

第１戦 3/20-21 鈴鹿サーキット 4/17-18 鈴鹿サーキット 

第２戦 4/3-4 岡山国際サーキット 5/22-23 ツインリンクもてぎ 

第３戦 5/1-2 富士スピードウェイ 7/17-18 富士スピードウェイ 

第４戦 6/19-20 セパン（ﾏﾚｰｼｱ） 8/7-8 ツインリンクもてぎ 

第５戦 7/24-25 スポーツランド SUGO 9/25-26 スポーツランド SUGO 

第６戦 8/21-22 鈴鹿サーキット 10/16-17 オートポリス 

第７戦 9/11-12 富士スピードウェイ 11/6-7 鈴鹿サーキット 

第８戦 10/23-24 ツインリンクもてぎ ― ― 

 

ＪＡＦ Ｇｒａｎｄ Ｐｒｉｘ 

SUPER GT & Formula NIPPON 

FUJI SPRINT CUP 2010 

11/12-14 富士スピードウェイ 

 

以上 

 

【本イベントに関するお問い合わせ】 

 

株式会社ＧＴアソシエイション      黒田   TEL：03-6426-2501  公式サイト http://www.supergt.net 

株式会社日本レースプロモーション  石原   TEL：03-3237-0131  公式サイト http://www.f-nippon.co.jp 

富士スピードウェイ株式会社      徳山   TEL：03-3556-8511  公式サイト http://www.fsw.tv 


