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第２５回記念 ２０１６ジャパンカップサイクルロードレースの概要について 

 

 

１ 大会概要  

  「第２５回記念 ２０１６ジャパンカップサイクルロードレース」は，ＵＣＩ（国際自転車競技

連合）公認のアジア最高位の自転車ロードレース大会として，世界トップカテゴリーであるＵＣ

Ｉワールドチームをはじめとした，有力な国内外のチーム・選手が参加する大会であり，今年は

節目の２５回目，さらに宇都宮市市制１２０周年を記念して開催する。 

さらに，オリオンスクエアを会場にした「チームプレゼンテーション」を皮切りに，７回目と

なる「クリテリウム」は，第２５回大会を記念して，市内大通り周回コースを西側に延長して開

催する。 

また，昨年好評を得た，高校生による「ホープフルクリテリウム」を，日本自転車競技連盟並

びに全国高等学校体育連盟の公式・公認レースとして開催するほか，会場をコスモスで彩る「ウ

ェルカムフラワー」や東京からの直通列車「ジャパンカップトレイン」など，様々な関連イベン

ト等を展開し，大会の魅力向上を図るとともに，さらなる誘客促進を図る。 

 

 

２ 大会日程【別紙 参照】 

日  時 大会名 場 所 

１０月２１日（金） 

１８時３０分～ 
チームプレゼンテーション オリオンスクエア 

１０月２２日（土） 

９時～ 

ジャパンカップ一般レース 

（ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞﾌﾘｰﾗﾝ・ﾁｬﾚﾝｼﾞ・ｵｰﾌﾟﾝ） 
森林公園周回コース

１０月２２日（土） 

１４時４５分スタート 
第１回ジャパンカップホープフルクリテリウム 大通り周回コース 

１０月２２日（土） 

１５時４０分スタート 

ジャパンカップクリテリウム 

（ＵＣＩ公認競技） 
大通り周回コース 

１０月２３日（日） 

１０時スタート 

ジャパンカップサイクルロードレース 

（ＵＣＩ公認競技 アジアツアー「オークラス」） 
森林公園周回コース

 

 

 

平成２８年 ９月２８日

経 済 部  観 光 交 流 課



２ 

 

３ 関連イベント等の概要【別紙 参照】 

  ジャパンカップミュージアムの開設〔継続〕 

・ 大会のＰＲやオフィシャルグッズの販売，過去の大会の貴重な品々の展示を実施する。 

  ジャパンカップウェルカムフラワーの実施〔新規〕 

・ ロードレース会場となる城山地区の協力で栽培した「コスモス」を，大会の象徴としてコ

ース沿道等に設置し，大会を彩る。 

  ジャパンカップトレインの運行〔新規〕 

・  様々な特典が付いた，輪行が可能な東京浅草からの直通列車を運行する。 

   ジャパンカップウェルカムパーティーの開催〔新規〕 

・ 長年にわたり大会開催にご協力・ご支援いただいた団体や企業，関係者等を招待し，感謝

の意を表するパーティを開催する。 

  その他関連事業（主な取組） 

  ア） ２５回大会開催記念ロゴマークの制作〔新規〕 

イ） ２５回大会開催記念「ジャパンカップサイクルフェスタ試乗会」の開催〔新規〕 

ウ） ２０１６宇都宮シクロクロスシリーズ バイクスクールの開催〔新規〕 

エ） ロードレースコースへの誘導サインの設置〔新規〕 

オ） ジャパンカップサイクルロードレース記念競輪の開催〔継続〕 等 



◆２０１６ジャパンカップサイクルロードレース スケジュール（予定） 

日  付 内  容 スケジュール 

 ９月１３日（火） 
記者発表会 
（会場：SUBARU STAR SQUARE〔東京都渋谷区〕） 

１０：３０～ 記者発表会 

１０月２１日（金） チームプレゼンテーション（会場：オリオンスクエア） １８：３０～ チームプレゼンテーション（出場チームごとの選手紹介） 

１０月２２日（土） 

ジャパンカップ一般レース 
（会場：市森林公園周回コース） 

◆オープニングフリーラン 
〔距離：10.3km（10.3 ㎞×1 周）〕 

  ◎参加予定者 350 名 
◆チャレンジレース 
〔距離：20.6km（10.3 ㎞×2 周）〕 
◎参加予定者 300 名 

◆オープンレース 
〔距離：男子 72.1km（10.3 ㎞×7 周）〕 

 〔距離：女子 30.9 ㎞（10.3 ㎞×3周）〕 
   ◎参加予定者：男子 300 名，女子 100 名 

９：００～ オープニングフリーラン スタート 
９：５０～ チャレンジレース スタート 

１１：００～ オープンレース スタート 
※交通規制 ８：５０～１３：３０ 

第１回ジャパンカップホープフルクリテリウム 
（会場：大通り周回コース） 
〔距離：6.75 ㎞（2.25 ㎞×3 周）〕 
 ◎参加予定者：高校生男子 30 名 

１４：４５～ スタート 
１４：５０  ゴール（予想） 
  ※交通規制１４：００～１７：００ 

ジャパンカップクリテリウム ※ＵＣＩ公認競技  
（会場：大通り周回コース） 
〔距離：38.25 ㎞（2.25 ㎞×17 周）〕 
    ※パレードラン 2 周＋レース 15 周 

◎参加数１７チーム（内UCIワールドチーム ６チーム）

１５：４０～ スタート 
１６：３０  ゴール（予想） 

※交通規制１４：００～１７：００ 

ジャパンカップクリテリウム付帯イベント等 

・オープニングイベント，ガールズケイリンの実施 
・観戦環境の向上 

スタンドステージの拡充 
エキサイトゾーン観戦席の拡充（３７５席 ⇒ ８０４席） 
立体観戦席の拡充（１１０席 ⇒ ２００席） 

ステージイベント 
（会場：オリオンスクエア） 

１４：００～ クリテリウム パブリックビューイング 
１８：３０～ クリテリウム表彰式 

１０月２３日（日） 

ジャパンカップサイクルロードレース 
※ＵＣＩ公認競技，アジアツアー「オークラス」 
（会場：市森林公園周回コース） 
〔距離：144.2 ㎞（10.3 ㎞×14 周）〕 
◎参加数１６チーム（内 UCI ワールドチーム ６チーム）

１０：００～ スタート 
１４：００  ゴール（予想） 
１４：３０～ 表彰式 

※交通規制 ９：５０～１４：３０ 

◆関連イベント等（予定） 

日  付 内  容 詳  細 

～１０月２３日（日） ジャパンカップ ＰＲ 

・２５回大会開催記念ロゴマークの制作〔新規〕 
・「ジャパンカップレジェンド」の掲載（これまでの大会に名を刻んできた名

選手たちのコラムを大会公式ホームページに掲載）〔新規〕 
・オリオン通りのフラッグ等での装飾〔継続〕 
・観光案内所，ＪＲ駅改札内における装飾・展示〔継続〕 
・タブロイド紙『ジャパンカップパーフェクトガイド』の発行〔継続〕 等 

 ９月 １日（火）～ 大会記念切手の発行〔継続〕 日本郵便株式会社関東支社と連携し，記念切手を発行 

 ９月 ９日（金）～ 多気山不動尊×JAPANCUP コラボお守りの制作〔新規〕 多気山不動尊と連盟し，サイクリストの交通安全等を祈願したお守りを制作 

 １０月 １日（土）～ 大会オリジナル地ビールの販売〔継続〕 ろまんちっく村等と連携し，ジャパンカップオリジナル地ビールを販売 

１０月 １日（木） 
  ～２２日（土） 

ジャパンカップミュージアムの開設〔継続〕 
オリオン通りに開設し，大会のＰＲやオリジナルグッズの販売，過去の大会の
貴重な品々の展示を実施 

１０月 ８日（土） 
ジャパンカッププレイベント「２０１６宇都宮シクロクロス
シリーズ バイクスクール」の開催〔新規〕 

宇都宮城址公園を会場に，オフロードコースの基本的なテクニック講習を開催

１０月 ８日（土） 
 ９日（日） 

２５回大会開催記念「ジャパンカップサイクルフェスタ
試乗会」の開催〔新規〕 

市森林公園を会場に，国内外の自転車等メーカー等，約２５社が出展し，試乗
会を開催 

１０月中旬 
  ～２３日（日） 

ジャパンカップウェルカムフラワーの実施〔新規〕 
地元城山地区の協力で栽培した，「コスモス」を大会の象徴として，コース沿
道等に設置し，大会を装飾 

１０月２１日（金） ジャパンカップトレインの運行〔新規〕 
東武鉄道と連携し，様々な特典が付いた，輪行が可能な東京浅草からの直通列
車を運行（１４：１０浅草駅発，１６：００東武宇都宮駅着） 

１０月２１日（金） 
～２４日（月） 

国内外からの観戦ツアーの実施〔継続〕 
・日帰りから２泊３日の国内向け観戦ツアーを実施 
・台湾からのインバウンドツアーを実施 

１０月２１日（金） 
  ～２３日（日） 

ウェルカムジャパンカップの実施〔新規〕 
中心市街地商店街と連携し，協力店で商品・サービスを受けた方に，抽選で賞
品が当たる大会アンケートを配布するキャンペーンを実施 

１０月２２日（土） 
ジャパンカップストリート（バンバ通り），サイクルスト
リート（東武馬車道通り）の展開〔新規〕 

自転車関連メーカー等による最新自転車の展示や販売ブースの設置を行い，中
心市街地の新たな賑わいを創出 

１０月２２日（土） ジャパンカップウェルカムパーティーの開催〔新規〕 
長年にわたり大会開催にご協力・ご支援いただいた団体や企業，関係者等を招
待し，感謝の意を表するパーティを開催 

１０月２２日（土） 
２３日（日） 

観戦環境の向上，おもてなしの充実 

・ロードレースコースへの誘導サインの設置〔新規〕 
・森林公園周回コース沿道に新たな観戦ゾーンを設置〔新規〕 

観光ボランディアガイドによる観光案内〔継続〕 
宇都宮コンベンション協会及びうつのみやシティガイド協会等と連携し，大
会会場に観光ボランティアガイドを配置し，観戦客への観光案内を実施 

１０月２３日（日） ジャパンカップアフターパーティーの開催〔継続〕 
最終日に選手やゲストによるトークショー等を実施し，観覧者が一緒に楽しめ
る空間を演出 

１０月２４日（月） 
～２６日（水） 

ジャパンカップサイクルロードレース記念競輪の開催
〔継続〕 

宇都宮競輪場にて「ジャパンカップサイクルロードレース記念杯」を開催 

１２月 １日（木） 
   ～１１日（日） 

ジャパンカップフォトギャラリーの実施〔新規〕 
今年のジャパンカップの写真を第２２回全日本シクロクロス選手権大会（１２
月１１日（日））の開催に併せ，会場となるろまんちっく村に展示 

 

別 紙  


