2022 年 6 月 30 日

17 歳以下を対象としたオンラインレース「BRIDGESTONE GT タイムトライアル
U17 by TOYOTA GAZOO Racing」に協賛
心動かすモビリティ体験を支え、10 年後、20 年後にも「走るわくわく」を提供しつづけるために
株式会社ブリヂストンは、PlayStation®5 ※1（以下、「PS5 ®」）および、PlayStation®4 ※1（以下、「PS4 ®」）
用ソフトウェア「グランツーリスモ 7」によるオンラインレース「BRIDGESTONE GT タイムトライアル U17 by TOYOTA
GAZOO Racing」 (以下、「BRIDGESTONE GT タイムトライアル U17」)に、オフィシャルパートナーとして協賛しま
す。当社は、e モータースポーツを通じて将来のドライバーとなる子供たちへモータースポーツの楽しさ、「走るわくわく」を
体感し競い合う場を提供することで、企業コミットメント「Bridgestone E8 Commitment」※2 に掲げる「Emotion
心動かすモビリティ体験を支えること」にコミットしていきます。
「BRIDGESTONE GT タイムトライアル U17」は、日本国内の免許取得前の子供たちを対象にした大会です。
株式会社ブリヂストンは、子供たちにモータースポーツをより身近に楽しんでもらえるよう、同じ志を持った仲間として
TOYOTA GAZOO Racing およびトヨタ自動車株式会社（以下、「トヨタ自動車」）と共に本大会をサポートしま
す。※3
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予選は、ひとりでも多くの方に参加いただけるよう、夏休み期間中に、参加しやすいタイムトライアル形式で行わ
れます。また街中で見かけるトヨタ自動車の市販の GR ブランド車両で競うことで、クルマを身近に感じてもらえる設
定になっています。本大会は 12 歳以下の部と 17 歳以下の部の 2 部門に分かれており、予選はオンラインのタイム
トライル形式で 3 ラウンド実施されます。決勝大会は 12 歳以下の部の上位 6 名、17 歳以下の部の上位 12 名
が、10 月に「RED° TOKYO TOWER」※4 にて開催されるオフラインイベントへ出場できます。
ブリヂストングループは、e モータースポーツなどの幅広いサステナブルなモータースポーツ活動※5 を通じて、安心・安
全で楽しいクルマ文化、モータースポーツ文化の発展に貢献し、心動かすモビリティ体験を支えることで、10 年後、
20 年後にも「走るわくわく」を提供しつづけていきます。

BRIDGESTONE GT タイムトライアル U17 開催概要
レース名称
開催期間

BRIDGESTONE GT タイムトライアル U17 by TOYOTA GAZOO Racing
2022 年 7 月～10 月（予定）

開催方式

予選：オンラインでタイムトライアルを実施（計 3 ラウンド）
決勝大会：10 月 「RED° TOKYO TOWER」にてオフライン決勝レースを開催（予定）

開催方式

PS5 ®または PS4 ®本体および、PS5 ®用または PS4 ®用ソフトウェア「グランツーリスモ 7」の所
有者かつ、2022 年 10 月 2 日時点で６歳以上 17 歳以下であること。また日本在住者
であること。
12 歳以下の部は、6 歳以上 12 歳以下。
17 歳以下の部は、13 歳以上 17 歳以下。

開催スケジュール
ラウンド

形式

Rd.1
予選

Rd.2

タイムトライアル

Rd.3
決勝大会

レース

日程

車種

コース

7 月 16 日～24 日

GR86

オートポリス

8 月 6 日～14 日

GR Supra

富士スピードウェイ

8 月 20 日～28 日

GR Yaris

コロラドスプリングス・レイク

10 月 2 日（予定）

未定

未定

※日程や、コースは変更になる可能性があります。
BRIDGESTONE GT タイムトライアル U17 決勝大会 概要
日程
10 月 2 日（日） （予定）
開催方式
開催概要

「RED° TOKYO TOWER」にてオフライン決勝レースを開催（予定）
オンラインレース Rd.1～Rd.3 のうち上位 2Rd.の合計ポイント上位者
〇12 歳以下の部は、上位からトップドライバー6 名を迎えて実施
〇17 歳以下の部は、上位からトップドライバー12 名を迎えて実施。
各 6 名にて予選レースを 2 回ずつ実施し、上位 3 名の計 6 名が決勝レースに出場
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各ラウンドのサーキットの詳細情報などは TOYOTA GAZOO Racing 公式 HP 内「BRIDGESTONE GT タイムトラ
イアル U17」特設サイトでご確認いただけます。
https://toyotagazooracing.com/jp/e-motorsports/
写真はこちらからダウンロードいただけます。
URL: https://www.tgr-dam.com

※1 「PlayStation」、「プレイステーション」および「PS5」、「PS4」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録
商標です
© 2022 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Polyphony Digital Inc. “Polyphony Digital
logo ”, “Gran Turismo” and “GT” are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.
Manufacturers, cars, names, brands and associated imagery featured in this game in some cases include
trademarks and/or copyrighted materials of their respective owners. All rights reserved. Any depiction
or recreation of real world locations, entities, businesses, or organizations is not intended to be or imply
any sponsorship or endorsement of this game by such party or parties. All rights reserved.
※2 ブリヂストングループは､「2050 年 サステナブルなソリューションカンパニーとして社会価値・顧客価値を持続的に提供し
ている会社へ」というビジョンの実現に向けて、企業コミットメント「Bridgestone E8 Commitment」を制定しました。こ
れを未来からの信任を得ながら経営を進める軸とし、ブリヂストンらしい「E」で始まる8 つの価値（Energy、Ecology、
Efficiency、Extension、Economy、Emotion、Ease、Empowerment）を、ブリヂストンらしい目的と手段で、従業
員・社会・パートナー・お客様と共に創出し、持続可能な社会を支えることにコミットしていきます。
https://www.bridgestone.co.jp/corporate/news/2022030101.html
※3 TOYOTA GAZOO Racing、17 歳以下を対象としたオンライン大会「BRIDGESTONE GT タイムトライアル U17 by
TOYOTA GAZOO Racing」の開催概要を発表
https://toyotagazooracing.com/jp/e-motorsports/release/2022/0630-01/
※4 「RED° TOKYO TOWER」については下記 WEB サイトをご参照ください。
https://tokyotower.red-brand.jp/
※5 ブリヂストンモータースポーツウェブサイト
https://ms.bridgestone.co.jp/

以上

＜報道関係＞

本件に関するお問い合わせ先
パブリックリレーション部門 商品・技術広報課 TEL：03-6836-3333
＜お客様＞ お客様相談室 TEL：0120-39-2936
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