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大会概要について
大会概要について
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）の３社は、グランドツーリングカーレース国内トップカテゴリーのＳＵＰＥＲ
ＳＵＰＥＲ ＧＴとフォーミ
ＧＴ
ュラカーレース国内トップカテゴリーのＦｏｒｍｕｌａ
Ｆｏｒｍｕｌａ ＮＩＰＰＯＮ
“ＪＡＦ Ｇｒａｎｄ
ＮＩＰＰＯＮを国内で唯一同日開催する“
Ｐｒｉｘ ＳＵＰＥＲ ＧＴ＆ Ｆｏｒｍｕｌａ ＮＩＰＰＯＮ ＦＵＪＩ ＳＰＲＩＮＴ ＣＵＰ ２０１１”
２０１１”の概要を発表しました。
昨年の第１回大会に続き、１１月１１日（金）～１３日（日）の３日間、「日本モータースポーツの活性化」、
「新たなモータースポーツイベントの提案」、「モータースポーツファンへの感謝」をテーマに行うとともに、
本大会のキャッチコピーを“
“国内最速・
国内最速・最高峰２
最高峰２大レース、
レース、夢の競演！～
競演！～モータースポーツ
！～モータースポーツ界
モータースポーツ界に新たな
伝説が
伝説が生まれる～
まれる～”としました。
さらに、東日本
東日本大震災復興支援大会
東日本大震災復興支援大会として位置づけ、大会関係者が一丸となって復興支援に取り
大震災復興支援大会
組みます。
メインレースは昨年同様、「ＳＵＰＥＲ ＧＴ ５００」クラスと「同３００クラス」、「Ｆｏｒｍｕｌａ ＮＩＰＰＯＮ」の
３カテゴリーが各１００
１００ｋｍ（
１００ｋｍ（22
ｋｍ（22 周）の決勝レースを開催します。１チーム２ドライバー体制のＳＵＰＥＲ ＧＴ
はＧＴ５００クラス、同３００クラスとも各２レースを、また、Ｆｏｒｍｕｌａ ＮＩＰＰＯＮは１レースを行います。
併催レースは、国内最多参加台数を誇るＪＡＦ公認のナンバー付車両によるワンメイクレースである
“Ｎｅｔｚ Ｃｕｐ Ｖｉｔｚ Ｒａｃｅ 2011 Ｇｒａｎｄ Ｆｉｎａｌ ”と日本独自のナショナルフォーミュラカーレースで
ある“
“国土交通大臣杯Ｆ４レース日本一決定戦
レース日本一決定戦”
日本一決定戦”を開催します。
なお国土交通大臣賞
国土交通大臣賞は、ＧＴ５００クラス優勝チームおよび今シーズンのＦ４最多優勝コンストラクター
国土交通大臣賞
に授与されます。
観戦チケット（税込）は大人５
５，５００円
１０，
５００円、ペア券１０
１０，０００円
０００円（共に中学生以下無料/要保護者同伴）
で、９
９月中旬より販売を開始する予定です。
中旬
＜各社代表コメント＞
GTA
代表取締役
坂東正明

JRP
代表取締役社長
白井裕

FSW
代表取締役社長
加藤裕明

今年のＳＵＰＥＲ ＧＴは、シリーズ全戦を東日本大震災復興支援大会と位置づけ、関係各位
とともにモータースポーツにできることを一つひとつ進めております。そして、元気な日本を
海外にも発信し、厳しい状況下でも「ものづくりの日本」が健在であることをアピールできれ
ばと思っています。２年目を迎える本年は、この大会を静岡県の「お祭り」として認知いただ
き、より多くの人々に楽しんでいただけるよう準備を進めております。昨年以上の感動と
興奮をお届けいたしますので、どうぞご期待ください。

昨年、新たに開催したこの大会は、多くのファンにレースの素晴らしさを改めて伝える
ことができたと思いますし、さらなる発展の契機になればと願っております。そんななか
発生した大震災では、多くの方が被害を受けました。モータースポーツ界が一丸となり、
レースを通し少しでも被災者の方々のお役に立てるよう努力することが、私たちが今できる
ことではないかと考えます。今年も多くの感動をお伝えできますよう関係者と協力し準備
を進めてまいります。皆様のご来場を心よりお待ちしております。
昨年、日本が誇るＳＵＰＥＲ ＧＴとＦｏｒｍuｌａ ＮＩＰＰＯＮを史上初めて同日開催する本大会を
実現することができ、大変光栄に思っております。本年はより多くのお客様にお越しいただ
けるよう準備を進めており、今後、地元静岡県の一大イベントとして確立していければと考え
ております。また、本年は東日本大震災復興支援大会として開催いたします。被災地の
復旧・復興には長い時間がかかるかと思いますが、モータースポーツならではの感動と興奮
をお届けすることで、日本全体が少しでも元気になるよう努力してまいります。

１．大会概要
(1)大会名称

ＪＡＦ Ｇｒａｎｄ Ｐｒｉｘ
ＳＵＰＥＲ ＧＴ ＆ Ｆｏｒｍｕｌａ ＮＩＰＰＯＮ ＦＵＪＩ ＳＰＲＩＮＴ ＣＵＰ ２０１１
（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 2011）

(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)キャッチ
コピー

国内最速・最高峰２大レース、夢の競演！
～モータースポーツ界に新たな伝説が生まれる～

(4)開催日程

２０１１年１１月１１日（金）～１３日（日）

(5)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）

(6)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）

(7)公

認

国際自動車連盟（ＦＩＡ）、日本自動車連盟（ＪＡＦ）

(8)企画運営

ＦＵＪＩ ＳＰＲＩＮＴ ＣＵＰ実行委員会

(9)決勝レース

ＳＵＰＥＲ ＧＴ（GT500 ｸﾗｽ/GT300 ｸﾗｽ）、Ｆｏｒｍｕｌａ ＮＩＰＰＯＮ
３カテゴリーが各１００km の決勝レース（22 周）を実施

催

Ｎｅｔｚ Ｃｕｐ Ｖｉｔｚ Ｒａｃｅ 2011 Grand Final
国土交通大臣杯Ｆ４レース日本一決定戦

(11)表

彰

①ＧＴ５００クラス、ＧＴ３００クラスの総合優勝者およびフォーミュラ・ニッポンの
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
※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

(10)併

*7 月 17 日現在

国土交通省、観光庁、静岡県（予定）、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．メインレーススケジュール
メインレーススケジュール（
レーススケジュール（暫定）
暫定）
ＳＵＰＥＲ ＧＴはＧＴ５００クラス、ＧＴ３００クラスとも１１日（金）に予選を実施し、各２回の決勝
決勝レース
ＧＴ
決勝レースを
レース
１２日（土）、１３日（日）の２日間に分けて開催します。
また、Ｆｏｒｍｕｌａ
Ｆｏｒｍｕｌａ ＮＩＰＰＯＮは、１２日（土）に予選を実施し、１３日（日）に決勝
決勝レース
ＮＩＰＰＯＮ
決勝レースを開催します。
レース
日付

内容

１１／１１
（金）

フォーミュラ・ニッポン
スーパーＧＴ３００クラス
スーパーＧＴ５００クラス

フリー走行
フリー走行／予選
フリー走行／予選

１１／１２
（土）

フォーミュラ・ニッポン
スーパーＧＴ３００クラス
スーパーＧＴ５００クラス

予選
第１レース決勝（100 ㎞・22 周）
第１レース決勝（100 ㎞・22 周）

１１／１３
（日）

フォーミュラ・ニッポン
スーパーＧＴ３００クラス
スーパーＧＴ５００クラス

決勝（100 ㎞・22 周）
第２レース決勝（100 ㎞・22 周）
第２レース決勝（100 ㎞・22 周）

※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。

３．大会公式ウェブサイト
大会公式ウェブサイト
本大会をより多くの方に認識いただくために、大会公式ウェブサイトを７月１７日より再開いたします。
昨年の第１回大会の振り返りや今大会の基本情報、ＪＡＦグランプリの歴史、ドライバーをはじめ監督
やメカニック、ジャーナリストなど関係者のコメントを随時アップしていくほか、ツイッターやフェイスブック
も活用して様々な情報を提供していきます。

ＵＲＬ http://fujisprintcup.jp

４．東富士ハイウェイパーク
東富士ハイウェイパーク２０１１
ハイウェイパーク２０１１
本年８月１３日（土）に、現在、開通に向けて建設が進められている「新東名高速道路」の御殿場市
神山から裾野市今里を結ぶ約２㎞の本線上において、ふれあいイベント“
“東富士ハイウェイパーク
東富士ハイウェイパーク”
ハイウェイパーク”が
開催されます。
御殿場市、裾野市、小山町で構成する「
「新東名高速道路ふれあい
「むすぶ。
新東名高速道路ふれあい事業実行委員会
ふれあい事業実行委員会」
事業実行委員会」が、「
むすぶ。
つなぐ。
つなぐ。新東名。」
新東名。」をテーマに実施するもので、会場では様々なイベントが予定されています。
。」
上り車線は「オートモービルエリア」、「メインエリア」、「エコ＆アートエリア」の３つのゾーンに分けて
各種車両展示やイベントなどが行われ、地元在住でルマン２４時間レース日本人初の優勝者である
関谷正徳氏とレーシングカーデザイナー由良拓也氏
由良拓也氏のトークショーなどが予定されています。
関谷正徳氏
由良拓也氏
また、下り車線では自衛隊や警察、消防車両などによるパレードが行われます。
ＦＵＪＩ ＳＰＲＩＮＴ ＣＵＰ実行委員会でも当イベントに協力し、自動車メーカーやチーム関係者と連携
して上り車線にブースを出展するほか、下り車線ではＳＵＰＥＲ ＧＴとＦｏｒｍｕｌａ ＮＩＰＰＯＮのレース車両
によるデモラン
デモランを計画中です。
デモラン
【取材のお問合せ】

事務局（
事務局（御殿場市企画課内）
御殿場市企画課内）
０５５０－
０５５０－８２－
８２－４４２１

以上
【本プレスリリース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

