TCR ジャパンシリーズ

6 年契約を締結

The TCR Japan Series will kick oﬀ in 2019
WSC Ltd and Japan TCR Management, Inc. are pleased to announce the birth of the TCR Japan Series
that will join the still-expanding global TCR community from 2019. The deal covers the next six years,
until the end of 2024.
“We are very proud to see the TCR concept successfully taking root in Japan. Over the last two years a
TCR class has been run within the frame of the popular Super Taikyu endurance series, showing how
competitive and entertaining TCR races are. We are conﬁdent that the upcoming TCR Japan Series, with
its sprint races, will be an instant success with Japanʼ s competent motorsport fans and will attract other
Japanese car manufacturers,” commented WSC president Marcello Lotti.
Akira Kurashita, president of Japan TCR Management, Inc. echoed: "We are extremely delighted to
become part of the TCR family, which is one of the fastest growing sprint race series in the world. The
TCR Japan Series will be held in conjunction with Super Formula, Japan's top category of open-wheel
racing. Fans will be able to watch both the high-level of touring car racing, as well as top-class formula
race action on the same day. I certainly hope that motor sports enthusiasts will come out to the track to
watch our races."
The event format of the TCR Japan Series will include a Practice session on Friday and two sets of
Qualifying (20-minute) and Race (23-minute plus one lap), one each on Saturday and Sunday.
The 2019 provisional calendar will be unveiled by the end of October.

TCR ジャパンシリーズ、2019 年に始動
WSC Ltd と日本 TCR マネジメント株式会社は、TCR ジャパンシリーズの誕生を発表することを喜ばしく思います。
TCR ジャパンシリーズは、拡大を続けるグローバル TCR コミュニティに 2019 年から加わることになります。
この契約は、今後 6 年間、2024 年末までカバーされます。
「TCR のコンセプトが日本に根付いていることを誇りに思います。過去 2 年間で、TCR クラスは人気のあるスーパー
耐久シリーズのクラス内で実施され、競争力のある魅力的な TCR レースが存在することを示しています。
我々の今後の TCR ジャパンシリーズは、スプリントレース形式で、日本の熱心なモータースポーツファンと他の日
本の自動車メーカーをすぐに引き付けるだろうと確信しています」と WSC のマルチェロ ロッティ社長はコメント
しています。
日本 TCR マネジメント株式会社 代表取締役社長 倉下 明 は、
「世界で最も急速に成長しているスプリントレー
スシリーズの 1 つである TCR ファミリーに参加することを大変光栄に思っています。スーパー フォーミュラは、
オー
プンホイールレーシングの日本トップカテゴリーです。日本のファンはそのレースシリーズと、同日開催の TCR ジャ
パンシリーズの両方を見ることができるようになります。私たちのレースプログラムを見るために多くのモーター
スポーツファンがサーキットに足を運んでくださることを期待しています」と述べました。
TCR ジャパンシリーズのレースフォーマットは、金曜日のプラクティスセッションと、土曜日と日曜日のそれぞれ
別のシリーズが、予選（20 分）、決勝レース（23 分 + 1 周）で行われます。
2019 レースカレンダーは 10 月下旬に発表される予定です。

