
F1日本GPクイズグランプリ 
お役立ちBOOK 

はじめに・・・・	  

この“お役立ちBOOｋは、2013年のF1日本グランプリ期間中のイベ
ントとして開催される「F1日本GPクイズグランプリ」に向けての参考
資料という形でご活用いただければ幸いです。	  

先日鈴鹿サーキットの公式Webサイトで発表された練習問題に加
え、観戦塾スタッフが独自に予想し、集めた資料をもとに作成しま
した。	  

そのため、ここに出てくる内容を全て覚えれば、必ず決勝戦に残れ
るという訳ではありません。あくまで“参考”程度という感覚でご覧
ただければ幸いです。	  

また、過去24年間の全てのデータやトピックスをフォローしているも
のでもございません。その点も予めご了承下さい。	  

1	



2	

開催年度 Rd. 決勝日 優勝者 コンストラクター（チーム）

1987年 第15戦 11月1日 ゲルハルト・ベルガー フェラーリ

1988年 第15戦 10月30日 アイルトン・セナ マクラーレン・ホンダ

1989年 第15戦 10月22日 アレッサンドロ・ナニーニ ベネトン・フォード

1990年 第15戦 10月21日 ネルソン・ピケ ベネトン・フォード

1991年 第15戦 10月20日 ゲルハルト・ベルガー マクラーレン・ホンダ

1992年 第15戦 10月25日 リカルド・パトレーゼ ウィリアムズ・ルノー

1993年 第15戦 10月24日 アイルトン・セナ マクラーレン・フォード

1994年 第15戦 11月6日 デーモン・ヒル ウィリアムズ・ルノー

1995年 第16戦 10月29日 ミハエル・シューマッハ ベネトン・ルノー

1996年 第16戦 10月13日 デーモン・ヒル ウィリアムズ・ルノー

1997年 第16戦 10月12日 ミハエル・シューマッハ フェラーリ

1998年 第16戦 11月1日 ミカ・ハッキネン マクラーレン・メルセデス

1999年 第16戦 10月31日 ミカ・ハッキネン マクラーレン・メルセデス

2000年 第16戦 10月8日 ミハエル・シューマッハ フェラーリ

2001年 第17戦 10月14日 ミハエル・シューマッハ フェラーリ

2002年 第17戦 10月13日 ミハエル・シューマッハ フェラーリ

2003年 第16戦 10月12日 ルーベンス・バリチェロ フェラーリ

2004年 第17戦 10月10日 ミハエル・シューマッハ フェラーリ

2005年 第18戦 10月9日 キミ・ライコネン マクラーレン・メルセデス

2006年 第17戦 10月8日 フェルナンド・アロンソ ルノー

2009年 第15戦 10月4日 セバスチャン・ベッテル RBR（レッドブル）・ルノー

2010年 第16戦 10月10日 セバスチャン・ベッテル RBR（レッドブル）・ルノー

2011年 第15戦 10月9日 ジェンソン・バトン マクラーレン・メルセデス

2012年 第15戦 10月7日 セバスチャン・ベッテル RBR（レッドブル）・ルノー

1位 6勝

2位 3勝

アレッサンドロ・ナニーニ、ネルソン・ピケ、
リカルド・パトレーゼ、ルーベンス・バリチェロ、
キミ・ライコネン、フェルナンド・アロンソ、
ジェンソン・バトン

1勝7位

F1日本グランプリ（鈴鹿）歴代優勝者リスト

鈴鹿F1日本GP通算最多勝ランキング（ドライバー）

ミハエル・シューマッハ

セバスチャン・ベッテル

2勝
アイルトン・セナ、ゲルハルト・ベルガー、
ミカ・ハッキネン、デーモン・ヒル

3位



3	

開催年度 Rd. 予選日 優勝者 コンストラクター（チーム） タイム

1987年 第15戦 10月31日 ゲルハルト・ベルガー フェラーリ 1分40秒042

1988年 第15戦 10月29日 アイルトン・セナ マクラーレン・ホンダ 1分41秒853

1989年 第15戦 10月21日 アイルトン・セナ マクラーレン・ホンダ 1分38秒041

1990年 第15戦 10月20日 アイルトン・セナ マクラーレン・ホンダ 1分36秒996

1991年 第15戦 10月19日 ゲルハルト・ベルガー マクラーレン・ホンダ 1分34秒700

1992年 第15戦 10月24日 ナイジェル・マンセル ウィリアムズ・ルノー 1分37秒360

1993年 第15戦 10月23日 アラン・プロスト ウィリアムズ・ルノー 1分37秒154

1994年 第15戦 11月5日 ミハエル・シューマッハ ベネトン・フォード 1分37秒209

1995年 第16戦 10月28日 ミハエル・シューマッハ ベネトン・ルノー 1分38秒023

1996年 第16戦 10月12日 ジャック・ビルヌーブ ウィリアムズ・ルノー 1分38秒909

1997年 第16戦 10月11日 ジャック・ビルヌーブ ウィリアムズ・ルノー 1分36秒071

1998年 第16戦 10月31日 ミハエル・シューマッハ フェラーリ 1分36秒293

1999年 第16戦 10月30日 ミハエル・シューマッハ フェラーリ 1分37秒470

2000年 第16戦 10月7日 ミハエル・シューマッハ フェラーリ 1分35秒825

2001年 第17戦 10月13日 ミハエル・シューマッハ フェラーリ 1分32秒484

2002年 第17戦 10月12日 ミハエル・シューマッハ フェラーリ 1分31秒317

2003年 第16戦 10月11日 ルーベンス・バリチェロ フェラーリ 1分31秒713

2004年 第17戦 ※10月10日 ミハエル・シューマッハ フェラーリ 1分33秒542

2005年 第18戦 10月8日 ラルフ・シューマッハ トヨタ 1分46秒106

2006年 第17戦 10月7日 フェリペ・マッサ フェラーリ 1分29秒599

2009年 第15戦 10月3日 セバスチャン・ベッテル RBR（レッドブル）・ルノー 1分32秒160

2010年 第16戦 ※10月10日 セバスチャン・ベッテル RBR（レッドブル）・ルノー 1分30秒785

2011年 第15戦 10月8日 セバスチャン・ベッテル RBR（レッドブル）・ルノー 1分30秒466

2012年 第15戦 10月6日 セバスチャン・ベッテル RBR（レッドブル）・ルノー 1分30秒839

1位 8回

2位 4回

3位 3回

4位 2回

ミハエル・シューマッハ

セバスチャン・ベッテル

アイルトン・セナ

F1日本グランプリ（鈴鹿）ポールポジション リスト

ゲルハルト・ベルガー、ジャック・ビルヌーブ

ナイジェル・マンセル、アラン・プロスト、
ルーベンス・バリチェロ、ラルフ・シューマッハ、
フェリペ・マッサ

6位 1回

※2004年、2010年は悪天候によりの予選セッションが順延となり、予選は決勝日（10日）朝に行われた

鈴鹿F1日本GP通算ポールポジション ランキング（ドライバー）
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F1日本グランプリ（鈴鹿）あれこれランキングTOP3	

ドライバー 勝利数 勝利したレース（年）

1位 ミハエル・シューマッハ 6勝 1995年、1997年、2000年、2001年、2002年、2004年

2位 セバスチャン・ベッテル 3勝 2009年、2010年、2012年

3位 アイルトン・セナ 2勝 1988年、1993年

3位 ミカ・ハッキネン 2勝 1998年、1999年

3位 ゲルハルト・ベルガー 2勝 1987年、1991年

ドライバー PP回数 獲得レース（年）

1位 ミハエル・シューマッハ 8回 1994年、1995年、1998~2002年、2004年

2位 セバスチャン・ベッテル 4回 2009年、2010年、2011年、2012年

3位 アイルトン・セナ 3回 1988年、1989年、1990年

ドライバー 周回数 出走レース

1位 ミハエル・シューマッハ ８６２周 1991~2006年、2010~2012年

2位 ルーベンス・バリチェロ ７３３周 1993~2006年、2009~2011年

3位 ジェンソン・バトン ５８２周 2000~2006年、2009~2012年

ドライバー 出走回数 出走レース

1位 ミハエル・シューマッハ 19回 1991~2006年、2010~2012年

2位 ルーベンス・バリチェロ 17回 1993~2006年、2009~2011年

3位 ジャン・アレジ 12回 1989年、1991~2001年

3位 デビッド・クルサード 12回 1995~2006年

3位 ヤルノ・トゥルーリ 12回 1997~2006年、2009~2011年

決勝レース 最多勝ランキングTOP3

公式予選 最多ポールポジションランキングTOP3

決勝レース 最多周回数ランキングTOP3

決勝レース 最多出走ランキングTOP3

※ジャン・アレジは1990年日本GPもエントリーしていたが予選時のクラッシュで決勝は欠場。出走扱いになっ
ていない。ちなみに、この1990年を含めると13回になる。



F1日本グランプリ歴代観客動員数	  
（資料提供：鈴鹿サーキット）	
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決勝日 金 土 日 ３日間合計

1987年 第1回 11.1 36,000 74,000 112,000 222,000

1988年 第2回 10.30 37,000 75,000 121,000 233,000

1989年 第3回 10.22 51,000 100,000 132,000 283,000

1990年 第4回 10.21 60,000 115,000 141,000 316,000

1991年 第5回 10.20 69,000 120,000 148,000 337,000

1992年 第6回 10.25 56,000 126,000 150,000 332,000

1993年 第7回 10.24 67,000 132,000 151,000 350,000

1994年 第8回 11.6 67,000 135,000 155,000 357,000

1995年 第9回 10.29 60,000 125,000 145,000 330,000

1996年 第10回 10.13 54,000 110,000 139,000 303,000

1997年 第11回 10.12 65,000 112,000 140,000 317,000

1998年 第12回 11.1 50,000 120,000 148,000 318,000

1999年 第13回 10.31 52,000 120,000 146,000 318,000

2000年 第14回 10.8 52,000 115,000 151,000 318,000

2001年 第15回 10.14 50,000 110,000 150,000 310,000

2002年 第16回 10.13 53,000 118,000 155,000 326,000

2003年 第17回 10.12 54,000 120,000 155,000 329,000

2004年 第18回 10.10 54,000 0 156,000 210,000

2005年 第19回 10.9 54,000 110,000 156,000 320,000

2006年 第20回 10.8 57,000 143,000 161,000 361,000

2009年 第21回 10.4 31,000 78,000 101,000 210,000

2010年 第22回 10.10 33,000 61,000 96,000 190,000

2011年 第23回 10.9 34,000 63,000 102,000 199,000

2012年 第24回 10.7 41,000 64,000 103,000 208,000

合計 1,237,000 2,446,000 3,314,000 6,789,000

※2010年は大雨により土曜日の公式予選がキャンセルされた。公式予選は日曜午前中に開催された。

※2004年は台風により土曜日の走行がキャンセルされた。なお土曜日に予定されていた公式予選は日
曜午前中に開催された。



1位：2006年／16万1000人	  
＜主な理由＞	  
スーパーアグリの参戦、鈴鹿でのF1開催20周年、ホンダ・トヨタの活躍、翌年から
開催地が富士スピードウェイに移ることが決定しており、鈴鹿でのF1が最後にな
る可能性もあった。	  

2位2004・2005年／15万6000人	  
＜主な理由＞	  
佐藤琢磨の活躍、ホンダ・トヨタの参戦など	  

3位1994年／15万5000人	  
＜主な理由＞	  
アイルトン・セナが亡くなった年に開催されたレース。決勝レース前には彼の姉
（ブルーノ・セナの母）も来場し、追悼セレモニーが行われた。	  

観客動員数ランキング（決勝日のみ）	
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開催年 ドライバー 詳細

1987年 ネルソン・ピケ

　金曜日の予選中にチャンピオン争いをしていたナイジェル・マンセルが大ク
ラッシュ。背中を強打しヘリコプターで病院へ搬送。その後のセッションは欠
場することになり、決勝レースが始まる前からピケの3度目のチャンピオンが
決まった。

1988年 アイルトン・セナ

　ポールポジションを獲得したセナはスタート時にエンストしかけ大きく後退。
その後、ホンダのターボエンジンの力もかり追い上げを開始。27周目のメイン
ストレートで首位アラン・プロストを捉え、1コーナーでパス。見事初のチャンピ
オンを獲得した。

1989年 アラン・プロスト

　この年もセナvsプロストとの対決。スタートで好ダッシュをみせたプロストが
先行。セナが追い上げ展開となった。2人の攻防は終盤まで続き、47周目に
セナがシケインで勝負に出る。しかし、プロストが強引にブロックし接触。プロ
ストはリタイアとなったが、セナはマーシャルの手を借りシケインをショートカッ
トして復帰。トップでチェッカーを受けた。しかし、そのシケインショートカットが
あったとして失格。プロストがチャンピオンを勝ち取った。

1990年 アイルトン・セナ

　90年もセナvsプロスト。スタートでは前年同様に2番手プロストが先行するが
セナが1コーナーで抜きにかかる。結果2台は接触し、わずか10秒ほどで決
着。これでプロストの0ポイントが確定し、セナが2度目のチャンピオンを決め
た。

1991年 アイルトン・セナ

　この年もセナが王手をかけて鈴鹿へ。ライバルはウィリアムズのナイジェ
ル・マンセル。予選から先行したセナは決勝も2位を走行し相手を抑えこむ。
どうしても逆転して優勝しなければいけないマンセルは、次第に焦りだし、10
周目の1コーナーではみ出しコースアウト。リタイアを余儀なくされセナのチャ
ンピオンが決まった。

1996年 デーモン・ヒル

　初めてシリーズ最終戦として開催された96年の鈴鹿。デーモン・ヒルvs
ジャック・ビルヌーブの2世対決に注目が集まった。9pts差で追いかけるビル
ヌーブがポールポジションを奪うも決勝スタートで大失敗し大きく後退。ヒル
が先行する展開に一転した。ビルヌーブは諦めずに順位を上げるが37周目1
コーナーで右リヤタイヤが外れるアクシデントでリタイア。ヒルがトップチェッ
カーを受け、史上初めて親子2代でのワールドチャンピオンを決めた。

1998年 ミカ・ハッキネン

　この年はハッキネンvsシューマッハの同期対決に注目が集まった。フェラー
リでの初タイトルを狙うシューマッハはポールポジションを獲得。しかし、決勝
スタート前にエンストを起こしてしまいスタートをディレイさせてしまう。その原
因を作ったとして最後尾に回されてしまう不運に見舞われるが、スタートで5
台抜くなど怒とうの追い上げをみせ3位まで浮上する。しかし32周目のメイン
ストレートでタイヤがバースト。これでリタイアとなってしまい、ポイントでリード
していたハッキネンが初タイトルを決めた。

1999年 ミカ・ハッキネン

　シューマッハがシーズン中に怪我で離脱したこともあり、アーバインとハッキ
ネンによる一騎打ちに。前年とは一転し追いかける立場となっていたハッキ
ネン。逆転タイトルのためには優勝が必要になってくる。予選では今回サ
ポート役であるシューマッハがポールポジションを獲得。しかし、抜群のス
タートを決めたハッキネンがトップを奪いフェラーリ勢を封じ込めて53周を走
破。見事2年連続のチャンピオンに輝いた。

2000年 ミハエル・シューマッハ

　実質3年目の対決となったシューマッハvsハッキネン。予選から0.001秒を争
う白熱したバトルが展開され、鈴鹿に詰め掛けた多くのファンを魅了した。予
選はシューマッハが制するも、スタートでハッキネンがトップを奪う展開。ここ
までは前年と同じだったが、終始2秒以内の接近戦を繰り広げ、サーキット全
体は最後まで緊張感に包まれていた。シューマッハは得意のピット戦略を駆
使しして40周目に行った2回目のピットストップで逆転。自身3度目、フェラーリ
ドライバーとしては1979年（ジョディ・シェクター）以来となる20年ぶりのチャン
ピオンを獲得した。

F1日本グランプリ（鈴鹿）でチャンピオンを決めたドライバー一覧



TOPICS	  
・鈴鹿サーキットで開催された24回のうち、同地でチャンピオンが決まったのは11回	  
・アイルトン・セナは獲得した3度全てを鈴鹿サーキットで決めている。	  

シューマッハとの死闘を制し、初のチャンピオンを	  
決めたミカ・ハッキネン（1998年F1日本GP）	  

鈴鹿でチャンピオンを決めたセバスチャン・ベッテル決勝後に	  
グランドスタンドをバックにチーム全員で記念撮影を行った。	  
（2011年F1日本GP）	
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2003年 ミハエル・シューマッハ

　大混戦となった2003シーズンのチャンピオン争いは最終戦までもつれ込
み、史上最多6度目の王座を目指すシューマッハと若手のキミ・ライコネンの
一騎打ち。予選は1台1周のみ順にタイムアタックする方式だったが、これが
逆に波乱を生み出し、シューマッハがアタックするタイミングに雨が降り始め
大きくタイムロス。14位からのスタートを余儀なくされる。決勝でも序盤に他車
と接触し、フロントウイング修理のため緊急ピットイン。これで最下位に落ちて
しまうが、自力でチャンピオンを決められる8位まで意地で追い上げてチェッ
カー。1950年から始まったF1世界選手権で最も数多くのドライバーズタイトル
を獲得したドライバーが誕生した瞬間だった。

2011年 セバスチャン・ベッテル

　前半戦で大量リードを築いてきたベッテル。ここ鈴鹿で10位以内（1ポイント
獲得）に入れば自身2度目のチャンピオンが決まるが、本人は大好きな鈴鹿
で勝ってチャンピオンを決めようとしていた。予選ではライバルのジェンソン・
バトンに0.009秒競り勝ってポールポジションを獲得。スタートでも少々強引な
幅寄せをみせるなど必死でトップを守った。しかし、このレースではバトンの
方がスピード面で上回っており、ピットストップで逆転。ベッテルは後半にフェ
ルナンド・アロンソにも逆転されて3位でチェッカーを受けたが、10位以内は余
裕でクリアしており、2年連続のチャンピオンを鈴鹿で決めた。



F1日本グランプリ（鈴鹿）に参戦した日本人ドライバー戦績	
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参戦年度 チーム 予選 決勝

1987年 ロータス・ホンダ 11位 6位 34歳でF1デビュー、初の凱旋レースで6位入賞

1988年 ロータス・ホンダ 6位 7位 スタート時にエンストしかけ大きく後退。7位までばん回した。

1989年 ロータス・ジャッド 12位 リタイア

1990年 ティレル・フォード 14位 6位 アレジの欠場で13番グリッドからスタート。

1991年 ティレル・ホンダ 15位 リタイア マシントラブルが原因でS字でコースアウト、リタイア

参戦年度 チーム 予選 決勝

1988年 ラルース・フォード 20位 16位 ヤニック・ダルマスの体調不良により、代役として急きょ参戦

1989年 ザクスピード・ヤマハ 鈴鹿をはじめ、全戦予備予選落ち

1990年 ラルース・ランボルギーニ 10位 3位 アレジの欠場で9番グリッドからスタート。日本人初の表彰台

1991年 ラルース・ランボルギーニ 25位 リタイア マシントラブルでリタイア

1992年 フットワーク・無限 16位 8位

1993年 フットワーク・無限 9位 リタイア 一時5位を走るも雨で足元をすくわれ2コーナーでスピン

1995年 リジェ・無限 （13位） 欠場 予選中、S字で大クラッシュ。肋骨を骨折し決勝は欠場

参戦年度 チーム 予選 決勝

1991年 コローニ・フォード コローニからスポット参戦するも予備予選で敗退

参戦年度 チーム 予選 決勝

1992年 ヴェンチュリ・ランボルギーニ 20位 12位

1993年 ティレル・ヤマハ 13位 リタイア

1994年 ティレル・ヤマハ 14位 リタイア 豪雨の中でコントロールを失い、クラッシュでリタイア

1995年 ティレル・ヤマハ 14位 リタイア

1996年 ティレル・ヤマハ 14位 リタイア

1997年 ミナルディ・コスワース 19位 リタイア 金曜FP後に引退を表明、決勝は9周目にトラブルでリタイア

参戦年度 チーム 予選 決勝

1993年 ラルース・ランボルギーニ 23位 12位 スポット参戦を果たし決勝も完走

参戦年度 チーム 予選 決勝

1994年 ラルース・フォード 23位 リタイア 日本GPを含め94シーズン終盤3戦でスポット参戦を果たす

参戦年度 チーム 予選 決勝

1994年 シムテック・フォード 26位 リタイア 新興チームのシムテックからスポット参戦でF1デビュー

1995年 フットワーク・ハート 15位 12位 この年はフットワーク（アロウズ）からフル参戦

予備予選落ち

予備予選落ち

野田英樹

井上隆智穂

中嶋悟

鈴木亜久里

服部尚貴

片山右京

鈴木利男



日本グランプリでの日本人ドライバー最上位	  
◆予選最上位　  ：４位（2004年：佐藤琢磨、2012年小林可夢偉）	  
◆最上位グリッド ：３番グリッド（2012年：小林可夢偉）	  
　　　※予選結果は４位だったが３位のバトンがグリッド降格ペナルティを受けたため	  
　　　　３番グリッドからスタートした	  

◆決勝最上位　　：3位（1990年：鈴木亜久里、2012年小林可夢偉）	  
◆最多出走　　　	  	  :5回（中嶋悟、鈴木亜久里、片山右京）	
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参戦年度 チーム 予選 決勝

1997年 プロスト・無限 15位 リタイア 元チャンピオンのプロスト率いるチームから参戦するもリタイア

1998年 ミナルディ・フォード 20位 リタイア

参戦年度 チーム 予選 決勝

1998年 ティレル・フォード 17位 リタイア

1999年 アロウズ 19位 リタイア

参戦年度 チーム 予選 決勝

2002年 ジョーダン・ホンダ 7位 5位 初の凱旋レースで念願のF1初ポイントを獲得した。

2003年 BAR・ホンダ 13位 6位 直前にビルヌーブが参戦を辞退したため、その代役で出走

2004年 BAR・ホンダ 4位 4位

2005年 BAR・ホンダ 5位 失格 序盤にトゥルーリとも接触した時の行為が危険と判断され失格

2006年 スーパーアグリ・ホンダ 20位 15位

参戦年度 チーム 金曜FPのみ

2003年 ジョーダン・フォード ー ー 金曜第3ドライバー制度で参加

参戦年度 チーム 予選 決勝

2005年 ジョーダン・トヨタ ー ー 金曜第3ドライバー制度で参加

2006年 スーパーアグリ・ホンダ 22位 17位

2010年 HRT・コスワース 24位 16位

参戦年度 チーム 予選 決勝

2009年 ウィリアムズ・トヨタ 17位 15位 08年の富士に続き2度目の母国GPだったが入賞できず

参戦年度 チーム 予選 決勝

2009年 トヨタ ー ー ティモ・グロックの体調不良により、金曜FPのみ参加

2010年 ザウバー・フェラーリ 14位 7位 ヘアピンで5回のオーバーテイクをみせるなど大活躍

2011年 ザウバー・フェラーリ 10位 13位 他車のグリッド降格により7番グリッドからスタート

2012年 ザウバー・フェラーリ 4位 3位
他車のグリッド降格で3番手スタート。日本人3人目の表彰台を
獲得

山本左近

中嶋一貴

小林可夢偉

本山哲

中野信治

高木虎之介

佐藤琢磨



1999年の観戦エリア＆チケット料金表	

TOPICS	  
●当時は自由席エリアがあり、	  
観戦券のみで観るができた。	  

●現在と大きく違うのは、逆バンク、
１３０R、スプーンなどが自由席。	  

●指定席エリアも、現在の呼称と
は異なっている他、企画チケットと

いうものも存在しない。	  
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2001年の観戦エリア＆チケット料金表	

エリア券	  
観客動員が少ない1日のみ有効のエリア券。S
席やA席など高額で人気の高い席でレース観戦
を楽しめる。	  
※指定されたエリアなら、どこに座っても自由だ
が、本来の指定席券を持った人が来たら譲らな

ければならない。	  

2001年の部分から紹介しているが、1997年頃
からエリア券は存在している（具体的な発売初
年度は不明）	
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2004年の観戦エリア＆チケット料金表	
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2006年の観戦エリア＆チケット料金表	
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2013年の観戦エリア＆チケット料金表	

・2009年から全席指定席に	  
・2010年からレディースシートやカメラマンエリアなど	  
企画チケットの販売がスタート	   15	



1コーナー	

2コーナー	

S字	

逆バンク	

ダンロップカーブ	

デグナーカーブ	
ヘアピン	

200R	

スプーンカーブ	

西ストレート	

130R	

シケイン	

最終コーナー	

鈴鹿サーキット コースデータ	  

正式名称：鈴鹿サーキット 国際レーシングコース	  
全長：5.807km　　コーナー数：20　　幅員：10~16m　　ピット数：48	  

コースレコード	  
　1分28秒954（2006年F1日本GP予選Q2：ミハエル・シューマッハ／フェラーリ）	  

一口メモ	  
・鈴鹿でのF1初開催は1987年	  
・シリーズ唯一の「8の字レイアウト」	  
・今年で開催25回目	  
（2008・2009年は富士スピードウェイで開催）	  

・ここ鈴鹿では、過去11度ドライバーズチャ
ンピオン決定の舞台となっている。	  
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鈴鹿サーキット　コース改修の歴史（F1日本GP開始以降）	

1987年3月：国際レーシングコース大改修、ピットビル・管理棟を新設、西コースのパドック・ピット新設	  
　　　　	  	  8月：デグナーカーブを改修（外側の壁に沿うようなコーナーを切り取り、今の形状へ）	  

1991年7月：シケインを改修、これによりコース全長は5.859kmから5.864kmに変更	  

1994年2月：国際レーシングコース 全面再舗装	  

2000年　   ：F1のピットロード入口が変更。シケイン出前から最終コーナー入口に移動	  

2001年3月：S字~ダンロップカーブのランオフエリア拡大、および逆バンクのコースを一部改修	  
　　　　　　　これによりコース全長が5.864kmから5.859kmに変更	  

2003年2月：130Rとシケインを改修。これによりコース全長は5.859kmから5.807kmに変更	  
　　　　　　　＜補足＞	  
　　　　　　　130R→ランオフエリア拡大のため、130R単体から85Rと340Rの複合コーナーに変更	  
　　　　　　  シケイン→以前よりも手前からアプローチする形になり、角度も緩やかになった。	  

2005年9月：グランドスタンドをリニューアル。ガラス張りのVIPスイート席が完成	  

2008年9月：国際レーシングコースの大改修工事を開始	  

2009年4月：国際レーシングコースの大改修工事が終了、リニューアル・オープン	  
　　　　　　　パドックの拡大、ピットビル・コントロールタワーを全面的に建て直し、エリア拡大。	  
　　　　　　　グランドスタンドを一新。GPエントランス・GPスクエアを再整備	  
　　　　　　　逆バンク・ダンロップの旧自由席エリアに常設席を設置。	  
　　　　　　　シケインに大型スタンド「Q2席」を設置	  

2001.3	
1987.8	

2003.2	

コーナー名の由来	  
●逆バンク	  
内側に向かって傾く“バンク”が、ここはほとんどなく、逆向きにバンクがついているように見えるため	  
●デグナーカーブ	  
第1回全日本ロードレース選手権でトップを走っていたE・デグナー選手が、このコーナーで転倒したことから、
彼の名がつけられた。	  
●スプーンカーブ	  
コーナーの形状が食器のスプーンに似ていたため	  
●130R	  
曲率半径（R）が130mのコーナー。高速コーナーで以前はアクセス全開で行けるか行けないかの難しいコー
ナーだった。現在は上記の通り改修され、85Rと340Rの複合コーナーになっている。	  
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1987年	  

予選ポールポジション：ゲルハルト・ベルガー（フェラーリ）	  

決勝結果	  
1位：ゲルハルト・ベルガー（フェラーリ）	  
2位：アイルトン・セナ（ロータス・ホンダ）	  
3位：ステファン・ヨハンソン（マクラーレン・TAGポルシェ）	  

TOPICS	  
・金曜日の走行時にランキング２位のナイジェル・マンセル（ウィリアムズ）が大クラッシュ。欠場す

ることになり、決勝前からネルソン・ピケ（ウィリアムズ）のチャンピオンが決まった。	  

・決勝で優勝したフェラーリチームは１９８５年ドイツGP以来、約２年ぶりの優勝を勝ち取った。	  

・中嶋悟が34歳でF1デビュー。日本GPは6位入賞を飾った。	  

・この年の最年少ドライバーはアレックス・カフィ（23歳）、最年長はリジェのルネ・アルヌー（39歳）
だった。	  

1988年	  

予選ポールポジション：アイルトン・セナ（マクラーレン・ホンダ）	  

決勝結果	  
1位：アイルトン・セナ（マクラーレン・ホンダ）	  
2位：アラン・プロスト（マクラーレン・ホンダ）	  
3位：ティエリー・ブーツェン（ベネトン・フォード）	  

TOPICS	  
・ポールポジションからスタートしたセナは、エンストを喫し一時20位まで後退。そこから怒とうの
追い上げをみせ、27周目にプロストを捉えトップ浮上。初のチャンピオンを飾るトップチェッカーを
受けた。	  

・ターボエンジンが主流だった88年、N/Aエンジンのレイトンハウスに乗り込むイヴァン・カペリが活
躍。周回遅れの処理に手こずったプロストを16周目メインストレートで一瞬パスし、久しぶりにN/A
エンジンがトップを走った。	  

・ホンダエンジンが地元鈴鹿で初ポール＆優勝を飾る	  

レース展開の詳細は鈴鹿サーキット公式サイトにて	  
http://www.suzukacircuit.jp/f1/preview/index.html	  

過去24レースのTOPICS	  

赤字の部分は、F1クイズGP練習問題に出題or取り上げられていた箇所です。	
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1989年	  

予選ポールポジション：アイルトン・セナ（マクラーレン・ホンダ）	  

決勝結果	  
1位：アレッサンドロ・ナニーニ（ベネトン・フォード）	  
2位：リカルド・パトレーゼ（ウィリアムズ・ジャッド）	  
3位：ティエリー・ブーツェン（ウィリアムズ・ジャッド）	  

TOPICS	  
・この年から全車N/Aエンジンに統一。	  
・土曜日の予選2日目にアイルトン・セナが1分38秒041を記録。当時のコースレコードを樹立した。	  

・スタートで2番手のアラン・プロスト（マクラーレン）が好ダッシュ。レースをリードしセナは追いかけ
る展開。2台の接近したまま終盤に入った47周目のシケインでセナがインを突いたがプロストはブ
ロック。2台は接触しプロストはリタイアとなる。逆転チャンピオンのためレースを諦められないセナ
は、マーシャルの手を借りコースに復帰。優勝を果たすが、コース復帰をした際にシケインを通過
していなかったため、失格処分を受けた。これにより繰り上がりでナニーニがF1初優勝。プロスト
が3度目のチャンピオンを決める結末となった。	  

1990年	  

予選ポールポジション：アイルトン・セナ（マクラーレン・ホンダ）	  

決勝結果	  
1位：ネルソン・ピケ（ベネトン・フォード）	  
2位：ロベルト・モレノ（ベネトン・フォード）	  
3位：鈴木亜久里（ラルース・ランボルギーニ）	  

TOPICS	  
・予選でセナが前年のレコードを更新する1分36秒996を記録。	  

・日本人勢の予選結果は鈴木亜久里が10位、中嶋悟が14位だったがジャン・アレジが予選中の
クラッシュで負傷欠場を決めたため、決勝グリッドはそれぞれ繰り上げられ、亜久里9番手、中嶋
13番手からスタートした。	  

・この年もセナvsプロストの争いとなったが、スタート直後の1コーナーで接触し両者リタイア。わず
か10秒程度で決着がつき、セナが2回目のチャンピオンを決めた。	  

・上位陣が続々と脱落する中、ベネトン・フォードの2台がワン・ツーフィニッシュ。	  

・鈴木亜久里が日本人初の表彰台を獲得。中嶋悟も6位に入り、日本人ドライバー2人がW入賞を
果たした。	  
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1991年	  

予選ポールポジション：ゲルハルト・ベルガー（マクラーレン・ホンダ）	  

決勝結果	  
1位：ゲルハルト・ベルガー（マクラーレン・ホンダ）	  
2位：アイルトン・セナ（マクラーレン・ホンダ）	  
3位：リカルド・パトレーゼ（ウィリアムズ・ルノー）	  

TOPICS	  
・予選でゲルハルト・ベルガーが1分34秒700を記録しコースレコードを更新。2001年まで破られな
い伝説的なラップタイム記録となった。	  

・この年も鈴鹿がチャンピオン決定の舞台。アイルトン・セナとナイジェル・マンセル（ウィリアムズ）
の対決となったが、決勝10周目2コーナーでマンセルがコースオフしリタイア。セナの3回目のチャ
ンピオンが決まった。	  

・その後、セナはベルガーをパス。トップに立つが、最終ラップの最終コーナーでベルガーにトップ

を譲ってワン・ツーフィニッシュ。チャンピオン獲得をサポートしてくれたベルガーへのお礼だった。
ホンダエンジンは1988年以来、鈴鹿でワン・ツーフィニッシュを飾った。	  

・日本人初のフルタイムF1ドライバーである中嶋悟は、この年のドイツGPで引退を表明。決勝も完
走を目指したが、31周目のS字コーナーでサスペンショントラブルによりクラッシュ。リタイアを余儀
なくされてしまう。手を振ってコースを去る中嶋に惜しみない声援が贈られた。	  

1992年	  

予選ポールポジション：ナイジェル・マンセル（ウィリアムズ・ルノー）	  

決勝結果	  
1位：リカルド・パトレーゼ（ウィリアムズ・ルノー）	  
2位：ゲルハルト・ベルガー（マクラーレン・ホンダ）	  
3位：マーティン・ブランドル（ベネトン・フォード）	  

TOPICS	  
・ホンダの第2期F1活動最終年度。なんとしても地元鈴鹿での優勝を誓ったセナとベルガーだった
が、予選から好調ウィリアムズ勢に惨敗。決勝ではセナがエンジントラブルに見舞われ早々に戦
線離脱。ベルガーが意地をみせ2位に入った。	  
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1993年	  

予選ポールポジション：アラン・プロスト（ウィリアムズ・ルノー）	  

決勝結果	  
1位：アイルトン・セナ（マクラーレン・フォード）	  
2位：アラン・プロスト（ウィリアムズ・ルノー）	  
3位：ミカ・ハッキネン（マクラーレン・フォード）	  

TOPICS	  
・レース後半、トップを走るアイルトン・セナの目の前に、スポット参戦を果たしていたエディ・アー
バインが周回遅れのマシンとして現れた。ルール上、アーバインは速やかに道を譲らなければい
けないが、それを実行せずラップリーダーを抑えこむ走りをしてしまう。セナは危険行為だとして激

怒、レース後にジョーダンチームの控室に出向き彼を叱責。しかしアーバインは反省する態度を
見せず、逆に反論。あわや乱闘という事態になった。その後、メディアでは「セナがアーバインを

殴った」という報道が飛び交ったが、実際のところは胸倉を掴んだところで周囲にいたチーム関係
者に静止され、殴るまでには至らなかったとのことだ。	  

1994年	  

予選ポールポジション：ミハエル・シューマッハ（ベネトン・フォード）	  

決勝結果	  
1位：デーモン・ヒル（ウィリアムズ・ルノー）	  
2位：ミハエル・シューマッハ（ベネトン・フォード）	  
3位：ジャン・アレジ（フェラーリ）	  

TOPICS	  
・この年のサンマリノGPで事故死したアイルトン・セナを偲び、サーキット内には生前の彼の走りを
振り返る展示スペースが特別に設けられ、決勝レース前には彼の実姉であるビビアーニさんが来
場。セナが鈴鹿でチャンピオンを勝ち取ったマクラーレン・ホンダのマシンや彼のヘルメットカラー

にペイントされたオフィシャルのヘリコプターも登場し、追悼セレモニーが行われた。	  

・決勝レースは鈴鹿でのF1日本GPが始まって以来、初の大雨となり、スタート直後から視界不良
でアクシデントが多発。11周目に赤旗中断となり、日本GPで唯一2ヒート制（赤旗前のレースタイ
ムと、再開後のレースタイムの合算で最終順位を決定）で行われた。	  
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1995年	  

予選ポールポジション：ミハエル・シューマッハ（ベネトン・ルノー）	  

決勝結果	  
1位：ミハエル・シューマッハ（ベネトン・ルノー）	  
2位：ミカ・ハッキネン（マクラーレン・メルセデス）	  
3位：ジョニー・ハーバート（ベネトン・ルノー）	  

TOPICS	  
・鈴鹿での最多勝記録を持つミハエル・シューマッハが初めて同地で勝利したレース	  

・予選2位に食い込んだジャン・アレジ。当時から交際が始まっていた後藤久美子さんも鈴鹿に駆
けつけていた。	  

1996年	  

予選ポールポジション：ジャック・ビルヌーブ（ウィリアムズ・ルノー）	  

決勝結果	  
1位：デーモン・ヒル（ウィリアムズ・ルノー）	  
2位：ミハエル・シューマッハ（フェラーリ）	  
3位：ミカ・ハッキネン（マクラーレン・メルセデス）	  

TOPICS	  
・鈴鹿での開催10周年を迎えた96年は、初めてシリーズの最終戦として開催された。	  

・5年ぶりチャンピオン決定の舞台となり、デーモン・ヒルとジャック・ビルヌーブの2世ドライバー対
決。ヒルが優勝し初のチャンピオンを獲得。史上初めて父の故グラハム・ヒルと共と親子2代で
ワールドチャンピオンを決めた。	  

1997年	  

予選ポールポジション：ジャック・ビルヌーブ（ウィリアムズ・ルノー）	  

決勝結果	  
1位：ミハエル・シューマッハ（フェラーリ）	  
2位：ハインツ・ハラルド・フレンツェン（ウィリアムズ・ルノー）	  
3位：エディ・アーバイン（フェラーリ）	  

TOPICS	  
・モデルの梅宮アンナさんがポールポジションのグリッドガールを担当した。	  

・1992年からF1に参戦し続けてきた片山右京が金曜日の予選1日目終了後にサーキット内で引退
を表明。ファンからは引退を惜しむ声も少なくなかった。	   22	



1998年	  

予選ポールポジション：ミハエル・シューマッハ（フェラーリ）	  

決勝結果	  
1位：ミカ・ハッキネン（マクラーレン・メルセデス）	  
2位：エディ・アーバイン（フェラーリ）	  
3位：デビッド・クルサード（マクラーレン・メルセデス）	  

TOPICS	  
・レース前の国歌「君が代」斉唱を音楽グループ「globe」のヴォーカリストであるKEIKOさんが担当
した。	  

・ミカ・ハッキネンが初のワールドチャンピオンを決めた。	  

1999年	  

予選ポールポジション：ミハエル・シューマッハ（フェラーリ）	  

決勝結果	  
1位：ミカ・ハッキネン（マクラーレン・メルセデス）	  
2位：ミハエル・シューマッハ（フェラーリ）	  
3位：エディ・アーバイン（フェラーリ）	  

TOPICS	  
・土曜日の公式予選。最初のタイムアタックでミハエル・シューマッハとミカ・ハッキネンが全く同タ
イムとなる1分38秒032を記録。その後も激しいポールポジション争いが展開され、シューマッハが
PPを勝ち取った。	  

・当時のF1中継（フジテレビ）のオープングテーマを手がけていたB’zのギタリストである松本孝弘
さんが、ギターで国歌を演奏した。	  

2000年	  

予選ポールポジション：ミハエル・シューマッハ（フェラーリ）	  

決勝結果	  
1位：ミハエル・シューマッハ（フェラーリ）	  
2位：ミカ・ハッキネン（マクラーレン・メルセデス）	  
3位：デビッド・クルサード（マクラーレン・メルセデス）	  

TOPICS	  
・優勝したミハエル・シューマッハは自身3度目のチャンピオンを獲得するとともにフェラーリチーム
に21年ぶりのドライバーズタイトルをもたらした。	  

・この年からホンダエンジンがF1での活動を再開。BAR・ホンダとして8年ぶりに鈴鹿のグリッドに並
んだ。また1987年の初開催から初めて日本人ドライバーが出走しない日本GPとなった。	   23	



2001年	  

予選ポールポジション：ミハエル・シューマッハ（フェラーリ）	  

決勝結果	  
1位：ミハエル・シューマッハ（フェラーリ）	  
2位：ファン・パブロ・モントーヤ（ウィリアムズ・BMW）	  
3位：デビッド・クルサード（マクラーレン・メルセデス）	  

TOPICS	  
・S字から逆バンク付近を中心にコースが改修され、大幅にタイムアップ。予選ではシューマッハが
1分32秒484を叩き出し、10年ぶりにコースレコードが塗り替えられた。	  

・この年から各チームのピットガレージ順が逆になり、前年のコンストラクターズランク順に出口側
から並ぶようになった。	  

2002年	  

予選ポールポジション：ミハエル・シューマッハ（フェラーリ）	  

決勝結果	  
1位：ミハエル・シューマッハ（フェラーリ）	  
2位：ファン・パブロ・モントーヤ（ウィリアムズ・BMW）	  
3位：デビッド・クルサード（マクラーレン・メルセデス）	  

TOPICS	  
・トヨタがコンストラクターとしてF1にワークス参戦。この年の鈴鹿が初の母国凱旋レースとなった。	  

・土曜の公式予選でアラン・マクニッシュ（トヨタ）が130Rで大クラッシュ。アウト側のガードレールを
突き破り、外側の小さな丘までマシンが飛んでいったが、幸いマクニッシュは無事。安全上、ガー
ドレールを修復しないとセッションを再開できないため、約1時間15分に渡って予選は中断された。	  

・この年からF1フル参戦を開始した佐藤琢磨が、5位入賞を果たし待望のF1初ポイントを獲得。鈴
鹿サーキットは1990年の鈴木亜久里の3位表彰台以来となる大歓声に包まれた。	  
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佐藤琢磨が鈴鹿で5位入賞を飾った	  
ジョーダン・ホンダEJ12（2013年8月HCHにて撮影）	



2003年	  

予選ポールポジション：ルーベンス・バリチェロ（フェラーリ）	  

決勝結果	  
1位：ルーベンス・バリチェロ（フェラーリ）	  
2位：キミ・ライコネン（マクラーレン・メルセデス）	  
3位：デビッド・クルサード（マクラーレン・メルセデス）	  

TOPICS	  
・開幕前日にBARのジャック・ビルヌーブが参戦を辞退。同チームのサードドライバーだった佐藤
琢磨の代役を務めることになり、急きょ参戦が決まった。	  

・決勝前にジャズ・ヴァイオリニストの寺田尚子さんが国歌「君が代」の演奏を行った。	  

・8位に入ったシューマッハは史上最多となる6度目のチャンピオンを鈴鹿で決めた。	  

2004年	  

予選ポールポジション：ミハエル・シューマッハ（フェラーリ）	  

決勝結果	  
1位：ミハエル・シューマッハ（フェラーリ）	  
2位：ラルフ・シューマッハ（ウィリアムズ・BMW）	  
3位：ジェンソン・バトン（BAR・ホンダ）	  

TOPICS	  
・大型の台風２２号の接近に伴い、金曜日のフリー走行から悪天候に見舞われた鈴鹿サーキット。
予選が行われる土曜日には三重県地方に直撃するという予報も出ていたことから、土曜のセッ
ションを全てキャンセル。予選は日曜の朝に順延することが決定された。予選が日曜に順延され

るのは1950年から選手権が始まって以来、初めての事態だった。	  

・この年のアメリカGPで日本人2人の表彰台を獲得した佐藤琢磨。母国GPで予選4位につけ表彰
台の期待が高まったが、あと一歩及ばず4位フィニッシュ。自身が挑戦した日本GPで最上位の結
果を獲得した。	  

・ジェンソン・バトンが決勝で3位に入り、1992年以来12年ぶりにホンダエンジンが表彰台を獲得し
た。	   25	

緊急参戦が決まった佐藤琢磨	  
マシンに乗り込み出番を待つ（2003年F1日本GP）	



2005年	  

予選ポールポジション：ラルフ・シューマッハ（トヨタ）	  

決勝結果	  
1位：キミ・ライコネン（マクラーレン・メルセデス）	  
2位：ジャンカルロ・フィジケラ（ルノー）	  
3位：フェルナンド・アロンソ（ルノー）	  

TOPICS	  
・予選は悪天候により上位陣が後方に沈む波乱の展開に。ラルフ・シューマッハ（トヨタ）がポール
ポジションを獲得し、母国GPでトヨタがPP。2番手にジェンソン・バトン（BAR・ホンダ）が入り、「ジャ
パンパワー」がフロントローを独占した。	  

・決勝前の国歌「君が代」斉唱はEXILEのメンバーが担当した。	  

・17番手からスタートしたキミ・ライコネンが抜きにくいと言われる鈴鹿で16台抜きを決め、見事な
逆転優勝。特にトップのジャンカルロ・フィジケラは最終ラップの1コーナーでパスという劇的な逆
転ドラマだった。（鈴鹿サーキット公式サイトで行った人気投票2位のレース）	  

・佐藤琢磨（BAR・ホンダ）はレース前半にヤルノ・トゥルーリ（トヨタ）とシケインで接触。これが危険
行為と判定されレース後に失格処分を受けた。	  

2006年	  

予選ポールポジション：フェリペ・マッサ（フェラーリ）	  

決勝結果	  
1位：フェルナンド・アロンソ（ルノー）	  
2位：フェリペ・マッサ（フェラーリ）	  
3位：ジャンカルロ・フィジケラ（ルノー）	  

TOPICS	  
・鈴鹿でのF1日本グランプリ20回記念大会。この年はトヨタに加えホンダがチームとして参戦体制
を変更した他、鈴木亜久里率いる「スーパーアグリ」も参戦。佐藤琢磨と山本左近を起用し、日本
色が色濃く出たシーズン。こういった要素が影響し決勝日は16万1000人を動員した。	  

・初日の金曜日に下位チームのみ許されていた3台目のマシンの走行枠で当時19歳のセバス
チャン・ベッテルがBMWザウバーから金曜フリー走行に参加。初めて走る鈴鹿に難しいウエットコ
ンディションという悪条件にも関わらず、フリー走行1回目では3番手タイムを記録。コンディション
が回復した2回目でも6番手タイムをマークし、関係者の注目を集めた。	  

・予選Q2でシューマッハが1分28秒954のコースレコードを記録した。	  

・開幕前に2007年以降は富士スピードウェイで日本GPが開催されることが決まっており、鈴鹿で
のF1は一区切り。レース後には「See	  you	  again」というメッセージが書かれた横断幕が場内に掲げ
られ、別れを惜しむファンとの再会を誓った。	   26	



2009年	  

予選ポールポジション：セバスチャン・ベッテル（RBR・ルノー）	  

決勝結果	  
1位：セバスチャン・ベッテル（RBR・ルノー）	  
2位：ヤルノ・トゥルーリ（トヨタ）	  
3位：ルイス・ハミルトン（マクラーレン・メルセデス）	  

TOPICS	  
・鈴鹿サーキットは2008年秋からピットビルやグランドスタンド、パドックエリアを一新する大改修を
行い、3年ぶりにF1が同地に帰ってきた。	  

・トヨタからエントリーしていたティモ・グロックが体調不良により金曜日の走行を欠席、代わって小
林可夢偉がフリー走行1・2回目を担当。彼にとってF1公式セッションでの初走行となった。	  

・グロックは土曜日からマシンに乗り込むが予選Q2でクラッシュし負傷。決勝は欠場することに
なった。なお、3年ぶりの鈴鹿と言う事もあり初挑戦のドライバーが大半を占め、これを含め予選
中に3度の赤旗が出ることに。生中継を行っていたフジテレビも最大延長枠の中で予選が終わら
ずQ3途中で放送が終了することになった。	  

・2番手スタートのトゥルーリはハミルトンとの激しい順位争いに制し、見事2位表彰台を獲得。トヨ
タにとって母国GP初表彰台となった。	  

2010年	  

予選ポールポジション：セバスチャン・ベッテル（RBR・ルノー）	  

決勝結果	  
1位：セバスチャン・ベッテル（RBR・ルノー）	  
2位：マーク・ウェバー（RBR・ルノー）	  
3位：フェルナンド・アロンソ（フェラーリ）	  

TOPICS	  
・大雨に見舞われた土曜の予選日。午後の公式予選も天候回復を待ったが、結局決勝日の朝に
順延されることが決定。2004年の日本GP以来、F1史上2度目の予選順延となった。	  

・14番手からスタートした小林可夢偉（ザウバー）は、F1ではオーバーテイクポイントとして注目さ
れないヘアピンで、5度ライバルを抜き去る快進撃をみせ、母国レースで見事6位入賞を獲得した。
（鈴鹿サーキット公式サイトで行われた人気投票3位に入ったレース）	  
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2011年	  

予選ポールポジション：セバスチャン・ベッテル（RBR・ルノー）	  

決勝結果	  
1位：ジェンソン・バトン（マクラーレン・メルセデス）	  
2位：フェルナンド・アロンソ（フェラーリ）	  
3位：セバスチャン・ベッテル（RBR・ルノー）	  

TOPICS	  
・3月に発生した東日本大震災で被害を受けた被災者3000人をFOM代表のバーニー・エクレスト
ン氏が招待。また決勝前には小林可夢偉が招待した福島県南相馬市を中心に活躍する少女合
唱団「MJCアンサンブル」のメンバーにより国歌斉唱が行われた。	  

・またエクレストン氏の発案で金曜日の当時参戦していたセバスチャン・ベッテル、ジェンソン・バト

ン、フェルナンド・アロンソ、ルイス・ハミルトン、ミハエル・シューマッハの5人により被災地に向け
たメッセージとサインが書かれた絵画を、チャリティーオークションに出品することが発表され、そ
の収益金は被災地へ義援金として贈られた。このように、この年のF1日本GPは東日本大震災の
復興支援活動が様々な場所で行われていた。	  

・このレースで3位に入ったベッテルは自身2度目のチャンピオンを決めた。	  

2012年	  

予選ポールポジション：セバスチャン・ベッテル（RBR・ルノー）	  

決勝結果	  
1位：セバスチャン・ベッテル（RBR・ルノー）	  
2位：フェリペ・マッサ（フェラーリ）	  
3位：小林可夢偉（ザウバー・フェラーリ）	  

TOPICS	  
・3番グリッドからスタートした小林可夢偉は、一時2位を快走。終盤はジェンソン・バトン（マクラー
レン）との激しいバトルを制し、見事3位でチェッカー。日本人ドライバー3人目の表彰台を獲得した。
レース後、パルクフェルメからポディウムにドライバーが移動している間、グランドスタンドからは

「可夢偉コール」が沸き起こるなど、鈴鹿サーキットは大きな感動に包まれた。	  
（鈴鹿サーキット公式サイトでの人気投票1位のレース）	  
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最後に・・・	  

お役立ちBOOKをご覧いただきき、ありがとう
ございました！	  

クイズ大会当日まで時間はありませんが、鈴
鹿サーキットの公式サイトに掲載されている
過去24レースの記事などを事前に確認して
おくと、何か問題の答えが隠されているかもし
れません。	  

チャンピオンベルトとパドックパスを目指して	  
頑張ってください！！	  


