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２０１７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 

  大会名称  『２０１７ジャパンカップサイクルロードレース』 

  主  催  宇都宮市 

  主  管  （公財）日本自転車競技連盟，ジャパンカップサイクルロードレース実行委員会， 

         ＮＰＯ法人ジャパンカップサイクルロードレース協会 

  後  援  経済産業省，観光庁，スポーツ庁，栃木県，(公財)ＪＫＡ， 

スポーツニッポン新聞社，下野新聞社，とちぎテレビ，栃木放送 

  協  力  栃木県警察本部，交通機動隊，宇都宮中央警察署，宇都宮市消防局， 

鶴カントリー倶楽部，レイクランドカントリークラブ，（一社）栃木県バス協会，

（一社）栃木県タクシー協会，ろまんちっく村，ニューサンピア栃木， 

宇都宮共和大学，作新学院大学，東武鉄道，セブン－イレブン・ジャパン 

  期  日  ２０１７年１０月２０日（金）～２２日（日） 

  会  場  森林公園周回コース（１周１０．３ｋｍ）：一般ﾚｰｽ，ｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌﾟｻｲｸﾙﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 

         大通り周回コース（１周２．２５ｋｍ）：ｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌﾟｸﾘﾃﾘｳﾑ 

  大会日程【別紙 参照】 

日  時 大会名 場 所 

１０月２０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２１日（土） 

９時～ 

ジャパンカップアマチュアレース 

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

１０月２１日（土） 

１４時４５分スタート 
第２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 

（3周，計 6.75㎞）

１０月２１日（土） 

 １５時スタート 
ガールズケイリンスペシャルレース 

大通り周回コース 

（1周，計 2.25㎞）

１０月２１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 

（17周，計 38.25㎞）

１０月２２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」*） 

→アジア最高位のワンデイ・レース 

森林公園周回コース

（14周，計 144.2㎞）

＊オークラス（Hors Class = 超級）：ＵＣＩが定める，最上位のレースカテゴリー。ＵＣＩアジアツ

アーに属するワンデイ・レースで，オークラスに位置づけられてるのはジャパンカップが唯一。 

 

 

 

平成２９年 ９月２８日

経済部 都市魅力創造課



２ 

  参加チーム及び参加選手数 

・ ＵＣＩワールドチーム（世界トップカテゴリー） ４チーム２１名 

・ ＵＣＩプロフェッショナルコンチネンタルチーム ２チーム１０名 

・ ＵＣＩ海外コンチネンタルチーム        １チーム ５名 

・ ＵＣＩ国内コンチネンタルチーム        ６チーム３０名 

・ 日本ナショナルチーム             １チーム ５名 

・ クリテリウムスペシャルライダーズ             １チーム  ５名 ※クリテリウムのみ 

  ⇒クリテリウム合計１５チーム，ロードレース合計１４チーム 

 

２ 今大会の主な取組 

   話題性に優れ，高質なレースを期待できる選手の招へい 

ア）アルベルト・コンタドール選手〔スペイン出身／所属：トレック・セガフレード（アメリカ）〕 

グランツール（ツール・ド・フランス，ジロ・デ・イタリア，ブエルタ・ア・エスパー

ニャ）７勝を誇る。今シーズンでの引退を表明。 

 イ）リッチー・ポート選手〔オーストラリア出身／所属：ＢＭＣレーシングチーム（アメリカ）〕 

ステージレースで総合上位の常連。平成２９年初戦のレース（ツール・ダウンアンダー）

でも総合優勝した実力派。 

  「JAPAN CUP 輪都（りんと） 宇都宮 プロジェクト」の始動【別紙 参照】 

昨年の２５回大会を節目として，“ロードレースの聖地 宇都宮”を国内外にアピールし，今

後，５０回，１００回と大会を継続・発展させるとともに，未就学児から一般の自転車愛好家

まで，あらゆる世代が観て楽しめる，そして自ら参加しても楽しめる自転車の祭典とするため，

『JAPANCUP 輪都 宇都宮 プロジェクト』を始動し，様々な事業を一体的に展開する。 

  ア）ジャパンカップユースロードレースの開催〔新規〕  

市森林公園周回コースの一部を使用し，小中学生を対象としたロードレースを開催する。 

＜参加予定者数＞小学４年～６年生：５０名，中学１年～３年生：５０名 

 イ）ジャパンカップキックバイク大会の開催〔新規〕  

オリオンスクエア及びオリオン通りを会場に，未就学児を対象としたレースを開催する。 

＜参加予定者数＞未就学児１００名 ※募集終了 

  ウ）ジャパンカップウェルカムフラワーの実施〔継続〕  

地元城山地区が栽培した「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。 

  エ）ウェルカムジャパンカップの実施〔継続〕  

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する。 

 オ）おもてなしの充実及び観戦環境向上に向けた取組 

・ ジャパンカップスペシャルキャラバンの実施〔新規〕 

・ ロードレーススプリントシート（スタンド席）の設置〔平成１７年以来〕 

・ 「J SPORTS オンデマンド」を活用したロードレースのライブ配信の実施〔新規〕 

  その他関連事業【別紙 参照】 

 ア）人気漫画「弱虫ペダル」とのコラボ〔継続〕 

イ）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  



◆２０１７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２０日（水） 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２０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２１日（土） 

ジャパンカップアマチュアレース 
（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２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 24 名 

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

ガールズケイリンスペシャルレース 
（会場：大通り周回コース） 
〔距離：2.25 ㎞（2.25 ㎞×1 周）〕 

◎参加予定者：7 名 

１５：００～ スタート 
１５：０５  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 

◎参加予定者：15チーム 75 名 
※UCI ワールドチームは前回優勝の別府史之選手を擁する
「ﾄﾚｯｸ・ｾｶﾞﾌﾚｰﾄﾞ」を含む 4 チーム 20名が出場 

１５：１０～ パレードラン 
１５：４０～ スタート 
１６：３０  ゴール（予想） 
１８：３０～ 表彰式（会場：オリオンスクエア） 

※交通規制１４：００～１７：００ 

◎観戦環境向上に向けた取組 
・エキサイトゾーン観戦席の設置（662 席）〔継続〕 
・立体観戦エリアの設置（200 名）〔継続〕 

１０月２２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）〕 

◎参加予定者：14チーム 70 名 
※UCI ワールドチームは前回優勝のダヴィデ・ヴィレッラ
選手を擁する「ｷｬﾉﾝﾃﾞｰﾙ･ﾄﾞﾗﾊﾟｯｸ ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙｻｲｸﾘﾝｸﾞﾁｰ
ﾑ」を含む 4 チーム 20 名が出場 

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 

◎観戦環境向上に向けた取組 
・ロードレーススプリントシート（スタンド席）の設置（128 席） 
〔平成１７年以来〕 
・レイクランドカントリー入口付近等の観戦ゾーンの設置〔継続〕 

◆「JAPAN CUP 輪
りん

都
と

 宇都宮 プロジェクト」及びその他関連事業等（予定）  ※「JAPAN CUP 輪
りん

都
と

 宇都宮 プロジェクト」は  （下線） 

日  付 内  容 詳  細 

～１０月２２日（日） ジャパンカップ ＰＲ 

・「JAPAN CUP 輪都 宇都宮 プロジェクト」ロゴマークの制作〔新規〕 
・ビッグフラッグ等によるオリオン通りの装飾〔継続〕 
・観光案内所等における装飾・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 

１０月上旬～ 
多気山不動尊×JAPANCUP コラボお守りの制作〔継続〕 多気山不動尊と連携し，サイクリストの交通安全等を祈願したお守りを制作 

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（日） 
  ～２２日（日） 

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 ７日（土） 
 ８日（日） 

ジャパンカップサイクルフェスタ試乗会の開催〔継続〕 森林公園を会場に，国内外の自転車メーカー等が出展する試乗会を開催 

１０月 ７日（土） ジャパンカップユースロードレースの開催〔新規〕 
市森林公園周回コースの一部を使用し，小中学生対象のレースを開催  
＜参加予定者数＞小学 4年～6年生：50名，中学 1 年～3 年生：50 名 

１０月１４日（土） ジャパンカップキックバイク大会の開催〔新規〕 
オリオンスクエア及びオリオン通りを会場に，未就学児対象のレースを開催 
＜参加予定者数＞未就学児 100 名 ※募集終了 

１０月中旬 
  ～２２日（日） 

ジャパンカップウェルカムフラワーの実施〔継続〕 
地元城山地区が栽培した，「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２０日（金） ジャパンカップトレインの運行〔継続〕 
東武鉄道と連携し，輪行等様々な特典が付いた，東京浅草からの直通列車を運
行（14：00 浅草駅発，16：12 東武宇都宮駅着（予定））＜定員 180 名＞ 

１０月２０日（金） 
～２３日（月） 

オフィシャル観戦ツアーの実施〔継続〕 
日帰りから 2泊 3 日までの国内向け観戦ツアーを実施 
＜定員＞2泊 3日：15 名，1 泊 2 日：74名，日帰り：45 名  

１０月２０日（金） 
  ～２２日（日） 

ウェルカムジャパンカップの実施〔継続〕 
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２１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〔継続〕 

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２１日（土） 
   ２２日（日） 

人気漫画「弱虫ペダル」とのコラボ〔継続〕 
作者・渡辺航氏によるサイン会やトークショーを実施するほか，作者描き下ろ
しの広告物をクリテリウム会場に設置 

１０月２１日（土） クリテリウムエキサイトゾーン観戦席の設置〔継続〕 クリテリウムを間近で観戦できる特別観覧席を設置（662 席） 

１０月２２日（日） 

ジャパンカップスペシャルキャラバンの実施〔新規〕 
ロードレーススタート前に，観戦者のおもてなし及び観戦マナーの注意喚起を
目的としたスペシャルキャラバンを実施 

ロードレーススプリントシート（スタンド席）の設置〔平
成１７年以来〕 

ロードレーススタート／フィニッシュ地点付近に特別スタンド席を設置（有料
128 席） 

ロードレースのライブ配信の実施〔新規〕 インターネットを通したロードレースのライブ配信を実施 

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 

１１月１４日（火） 
～１６日（木） 

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 

別 紙  






