
 

 
 

 

報道関係各位 

2023 年 3 月 24 日 

 

 

笠原美香・近藤みやびが「SF スペシャルサポーター」に就任！ 

SUPER FORMULA Rd.1-2 富士スピードウェイ イベント詳細を公開 

 

   

 全日本スーパーフォーミュラ選手権(以下「SUPER FORMULA」)を開催する株式会社日本レース 

プロモーション(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：上野 禎久、以下「JRP」)は、2023 年シー

ズンの開幕戦となる 4 月 8 日(土)・9 日(日)の SUPER FORMULA Rd.1-2 富士スピードウェイのイベ

ント詳細を公開いたしました。併せて、2023 年シーズン通じてイベントを盛り上げるため、これまで

ステージ MC として活躍してきた笠原美香に加え、昨年末レースクイーン活動を引退した近藤みやび

の 2 名が「SUPER FORMULA スペシャルサポーター」に就任することを発表いたしました。 

 

   

 

 

 開幕戦となる富士スピードウェイ大会は、土日共に予選・決勝が行われる２レース制で開催されま

すが、今シーズンから新たに導入したマシン「SF23」でのドライバー22 名のバトルに大変注目が集ま

ります。また来場いただいたお客様に楽しんでいただけるよう、チームやサーキットをはじめ、関係

するパートナー企業各社と共に、様々な施策でイベント全体を盛り上げてまいります。特にこの 3 年

間はコロナウィルス感染症対策のため、パドックエリアとの往来やピットウォーク等が実施できない

状況でしたが、今シーズンは再びドライバーやチームを近くで応援できる環境が戻ってまいります。

さらに、モータースポーツに関わる仕事体験を提供するイベント「Out of KidZania（アウト・オブ・

キッザニア） in SUPER FORMULA」を開催いたしますので、ご家族連れで楽しめるコンテンツも盛

りだくさんです。 

 SUPER FORMULA ファンの方はもちろん、この機会にサーキットに行ってみたいという方は、 

4 月 8 日(土)・9 日(日)の週末はぜひ富士スピードウェイにお越しください！ 

  

＜笠原美香＞ ＜近藤みやび＞ 



 

 
 

１．SUPER FORMULA Rd.1-2 富士スピードウェイ レーススケジュール 

 時間 内容 

4 月 7 日(金) 13:40 - 15:10 フリー走行 

4 月 8 日(土) 

09:20-09:30 Rd.1 予選 Q1 Gr A 

09:35-09:45 Rd.1 予選 Q1 Gr B 

09:55-10:02 Rd.1 予選 Q2 

14:15- Rd.1 決勝レース[41 周/最大 75 分] 

4 月 9 日(日) 

09:00-09:10 Rd.2 予選 Q1 Gr A 

09:15-09:25 Rd.2 予選 Q1 Gr B 

09:35-09:42 Rd.2 予選 Q2 

14:30- Rd.2 決勝レース[41 周/最大 75 分] 

※レーススケジュールは予告なく変更となる場合がございます 

 

２．SUPER FORMULA Rd.1-2 富士スピードウェイ イベントスケジュール 

 時間 内容 場所 出演者等 

4 月 8 日 

(土) 

8:10-08:25 オープニングステージ イベントステージ 笠原美香 近藤みやび 

08:35-09:05 
レースクイーン 

チーム PR ステージ 
イベントステージ 

各チームレースクイーン 

近藤みやび 

09:05-09:15 クレインズステージ イベントステージ クレインズ 

10:40-11:00 ゲストトークショー イベントステージ 
土屋武士 近藤みやび 

レイザーラモン HG・RG 

11:10-11:50 ピットウォーク チームピット前 － 

11:10-11:40 SF 監督トークショー イベントステージ 後日発表 

11:50-12:15 
SF ドライバー 

トークショー 
イベントステージ 後日発表 

13:34-13:51 
グリッドウォーク 

(時間は予定) 
ホームストレート － 

15:35-15:50 表彰式 表彰台 TOP3 ドライバー 

16:00-16:30 
決勝 TOP3 ドライバー 

トークショー 
イベントステージ TOP3 ドライバー 

16:30-16:40 エンディングステージ イベントステージ 笠原美香 近藤みやび 



 

 
 

4 月 9 日 

(日) 

08:15-08:30 オープニングステージ イベントステージ 笠原美香 近藤みやび 

08:35-08:45 クレインズステージ イベントステージ クレインズ 

10:00-10:30 
レースクイーン 

チーム PR ステージ 
イベントステージ 

各チームレースクイーン 

近藤みやび 

10:55-11:35 ピットウォーク チームピット前 － 

10:55-11:25 SF 監督トークショー イベントステージ 後日発表 

11:35-12:00 
SF ドライバー 

トークショー 
イベントステージ 後日発表 

12:10-12:30 ゲストトークショー イベントステージ 
土屋武士 近藤みやび 

レイザーラモン HG・RG 

13:49-14:06 
グリッドウォーク 

(時間は予定) 
ホームストレート － 

15:50-16:05 表彰式 表彰台 TOP3 ドライバー 

16:15-16:45 
決勝 TOP3 ドライバー 

トークショー 
イベントステージ TOP3 ドライバー 

16:45-16:55 エンディングステージ イベントステージ 笠原美香 近藤みやび 

※イベントスケジュールおよび出演者は予告なく変更となる場合がございます 

 

 レーススケジュールおよびイベントスケジュールについては、公式 HP にて順次更新いたします。 

 https://superformula.net/sf3/race/931/  

  



 

 
 

本件に関する報道関係者のお問い合せ先 
 

〒102-0074 東京都千代田区九段南 2-3-25 平安堂ビル 3F 

(株)日本レースプロモーション 広報事務局：上坂 

Email: media@superformula.net 

３．Out of KidZania in SUPER FORMULA 実施概要 

 

 こどもの職業・社会体験施設「キッザニア」を企画・運営 

する KCJ GROUP 株式会社とのパートナーシップのもと、 

2023 年シーズンの SUPER FORMULA 全大会において、 

モータースポーツの仕事体験を提供するイベント「Out of 

KidZania in SUPER FORMULA」を開催いたします。 

 4 月 8 日(土)・9 日(日)の富士スピードウェイ大会では、 

一般のお客様でも普段入ることのできないエリアにて、７つ 

の仕事が体験できます。詳細は公式 HP をご確認ください。 

https://superformula.net/sf3/outofkidzania/ 

 

＜SUPER FORMULA Rd.1-2 富士スピードウェイで体験できる仕事内容＞ 

仕事名 対象年齢 
体験人数・回数 

※土日両日 

実施タイミング・所要時間 

※体験場所への移動は除く 

グリッドボード 

ホルダー 

小学 1 年生以上 

※保護者の同伴が必須 
22 名✕1 回 

決勝スタート前 

15 分程度 

エンジンスタート 

コーラー 
小学 1 年生以上 2 名✕1 回 

決勝スタート前 

15 分程度 

サーキット場内 

アナウンサー 
小学 3 年生以上 2 名✕1 回 

ピットウォーク前 

15 分程度 

モータースポーツ 

ジャーナリスト 
小学 1 年生以上 3 名✕1 回 

予選レース後 

20 分程度 

コースオフィシャル 

（サーキット清掃） 
小学 1 年生以上 5 名✕3 回 

各レースインターバル 

20 分程度 

レースディレクター 

（管制室） 
小学 1 年生以上 3 名✕1 回 

ピットウォーク前 

40 分程度 

チームマネージャー 小学 1 年生以上 12 名✕1 回 
ピットウォーク中 

30 分程度 

※参加は有料（税込み 1,000 円）となります。 

※申し込みは抽選、イベント広場の Out of KidZania in SUPER FORMULA ブースにて受付。 

※チームマネージャー体験に参加できるチームは一部のみとなります。 
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