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 2018年10月19日（金）～21日（日）の日程で開催する、アジア最高位の自転車ワンデイロードレース
「2018 JAPAN CUP CYCLE ROAD RACE」では、「2018 JAPAN CUP 輪都 宇都宮プロジェクト」第5
弾として、10月6日（土）・7日（日）に『2018 JAPAN CUP サイクルフェスタ試乗会』、第6弾として7日
（日）に『2018 JAPAN CUPヒルクライムレース』を宇都宮市森林公園駐車場にて開催します！ 

 昨年、小中学生を対象として実施した｢ユースロードレース｣は、高校生以上のカテゴリーを追加し、JAうつの
みや城山地区ライスセンター前からジャパンカップ山岳賞ポイントとなる古賀志山山頂までの4.8kmをコースとし
「ヒルクライムレース」として実施します。 レース後には、元オリンピック日本代表選手・鈴木真理氏による講座
付きプランもご用意しています！ さらに会場ではグルメブースの出店など、1日中お楽しみいただける内容となっ
ています。 

 10月6日（土）・7日（日）はぜひ会場にお越しいただき、多彩な自転車イベントをお楽しみください。 

【報道関係者お問い合わせ先】 
2018ジャパンカップサイクルロードレース広報事務局（株式会社ジュンプロモーション）担当：小原、川上 

TEL: 03-3402-5136 ／ ケータイ：090-9854-9542（小原） MAIL：yo-suke@junpro.co.jp（小原） 

開催概要 

■会場 
 
 
 
 
■開催イベント 
 
 
 
 
 
 
■アクセス 
 
 
 
 
 
■中止の場合の 
  ご連絡 

：宇都宮市森林公園駐車場 
 （宇都宮市福岡町1074-1） 
  および周辺特設コース 
 
 
：①2018 JAPAN CUP サイクルフェスタ試乗会 
   【10月6日(土)、7日(日)】 
 
  ②2018 JAPAN CUP ヒルクライムレース 
   【10月7日(日)のみ】 
 
 
：【マイカー】 多気不動尊裏参道入口駐車場 
        ※駐車場～会場の送迎車を運行予定です。ぜひご利用ください。 
  【自転車】 会場の宇都宮市森林公園駐車場に設置するバイクラックをご利用ください。 
        ※7日（日）は、ヒルクライムレースの開催に伴い、 
         会場周辺の交通規制を行いますのでご注意ください。 
 
：荒天予報の場合、前日18:00までにジャパンカップ公式facebook、twitter、 
  LINE@にてお知らせいたします。ご来場の方は必ずご確認ください。 
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①2018 JAPAN CUP サイクルフェスタ試乗会 

1 日時 

2 試乗コース 

 

 

3 参加費 

 

 

 

4 持ち物 

5 留意事項 

：2018年10月6日（土）・7日（日） 10:00～16:00 ※雨天決行、荒天中止 

：赤川ダム湖畔コース 

  ※試乗は、1回につき15分以内とします。 

  ※雨天の場合、試乗コースが変更になる場合がございますのでご了承ください。 

：1日1,000円（保険料・消費税込） 

  ※宇都宮市森林公園駐車場内イベント本部で受付時にお支払いおよび同意書に 

    サインをいただきます。その際、試乗時に必要な「試乗PASS」をお渡しいたします。 

    「試乗PASS」をお持ちの方は、すべてのブースでご利用可能です。 

：身分証明書、ご自身のペダル、ヘルメット 

：試乗会コースは、交通規制となりませんので、スタッフの指示に従いマナーを守って安全に走行してください。 

国内外サイクルメーカーの最新モデルを試乗できます！ 

②2018 JAPAN CUP ヒルクライムレース 

初開催！上位3名はジャパンカップクリテリウムのパレードランに参加できるヒルクライムレース！ 

1 日時 

 

2 コース  

3 カテゴリー 

：2018年10月7日（日） 9:00～10:00  

 ※8：00～受付・車両点検（森林公園駐車場内レース受付テント） 

：宇都宮市森林公園特設4.8kmコース（JAうつのみゃ城山地区ライスセンター～古賀志山山頂） 

カテゴリー 対象 定員 参加費（税込） 

①チャレンジ 高校生以上の男女 50名 5,000円 

②ユース 中学校1～3年生の男女 50名 3,000円 

③キッズ 小学校4～6年生の男女 50名 3,000円 

【オプション】 チャレンジの部・ロードレース基本講習 ①のレースに参加する方 10名 4,000円 

【オプション】 キッズの部・ロードレース基本講習 ②③いずれかのレースに参加する方 10名 4,000円 

※参加費には、保険料も含みます。 

※参加者全員に「サイクルフェスタ試乗会の試乗券（PASS）」と 

  会場でのグルメブースでお使いいただける「食券500円分」が付きます。 

※①チャレンジは、男女混走となりますが、表彰はそれぞれで行います。 

4 表彰 各カテゴリー1～6位 楯および副賞 

各カテゴリー1～3位 ジャパンカップクリテリウムでのパレード走行に参加できます 

5 申し込み 

 

 

6 その他 

：オフィシャルWEBサイト（http://www.japancup.gr.jp/）より 

 詳細をご確認の上お申し込み下さい。 

  【申込期間】2018年9月2日（日）～9月23日（日）※先着順 

：雨天時は、主催者の判断でレースを中止させていただく場合があります。 

【サイクルフェスタ試乗会およびヒルクライムレースに関する問い合わせ】 

サイクルスポーツマネージメント株式会社  e-mail: event@blitzen.co.jp 
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【併催イベント】オフロードバイクスクール 

1 主催 

2 期日 

3 カテゴリー 

：宇都宮サイクルスポーツ推進委員会 

：2018年10月6日（土） 

： 

 同会場でジャパンカップサイクルロードレース実行委員会が協力し、「オフロードバイクスクール（宇都宮
サイクルスポーツ推進委員会主催） 」が開催されます。 

対象 定員 参加費（税込） 時間 受付時間 

①小学校3年生以下の男女 30名 500円 10：00～11：00（60分） 9：30～10：00 

②小学校4～6年生の男女 30名 500円 11：15～12：30（75分） 10：45～11：15 

※参加者はいずれも補助輪無しで走行できる方を対象とします。 

※参加費には、保険料も含みます。 

※応募多数の場合は抽選となります。 

4 講師 

5 その他 

：栃木県マウンテンバイク協会公認インストラクター 

：オフロードタイムトライアルも開催予定！ 

※詳細は、2018宇都宮シクロクロスオフィシャルウェブサイト 

 （http://www.utsunomiya-cyclocross.com/）をご覧ください。 

【オフロードバイクスクールに関する問い合わせ】 

宇都宮サイクルスポーツ推進委員会  e-mail: ssp@shimotsuke.co.jp 

オフロードで自転車を思い通りに乗る基本的なスキル習得のためのスクールです。 



キッズコーポレーション presents 
2018 JAPAN CUP キックバイク大会 

 「2018 JAPAN CUP 輪都 宇都宮プロジェクト」第7弾として、10月13日（土）オリオンスクエアで、未就
学児を対象とした『キッズコーポレーション presents 2018 JAPAN CUP キックバイク大会』を昨年に引き続き
開催します。 

 大会一週間前のジャパンカップ一色に染まるオリオン通りをスタート地点とし、キッズたちが宇都宮市中心部を
元気に駆け抜けます。ぜひ奮ってご応募ください。 
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開催概要 1/2 

■特別協賛 

■運営協力 

 

■日時 

 

■会場 

：株式会社キッズコーポレーション 

：特定非営利活動法人  

  宇都宮スポーツの街づくり応援団（USMO） 

：2018年10月13日（土） 

  10：00～15：30  ※受付開始9:45 

：オリオンスクエア及びオリオン通りの一部 

 （宇都宮市江野町） 

カテゴリー 対象 

２歳クラス（男女混合） 2015/10/14～2016/10/13生まれ 

３歳男子クラス・女子クラス 2014/10/14～2015/10/13生まれ 

４歳男子クラス・女子クラス 2013/10/14～2014/10/13生まれ 

５歳男子クラス・女子クラス 2012/10/14～2013/10/13生まれ 

６歳男子クラス・女子クラス 2012/4/2～2012/10/13生まれ 

■カテゴリー 

※3歳～6歳クラスは男女別のレースを予定しておりますが、カテゴリーごとにエントリーが3名未満の場合、 
  男女および年齢混合のレースとさせていただく場合がございますのでご了承ください。 

【報道関係者お問い合わせ先】 
2018ジャパンカップサイクルロードレース広報事務局（株式会社ジュンプロモーション）担当：小原、川上 

TEL: 03-3402-5136 ／ ケータイ：090-9854-9542（小原） MAIL：yo-suke@junpro.co.jp（小原） 
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■参加資格 

■参加費 

 

■定員 

■表彰 

 

■参加賞 

■申し込み 

 

■申し込み期間 

■アクセス 

 

■注意事項 

：栃木県内在住の未就学児 

：1,500円（税込、保険料含む） 

  ※お振込みいただきました参加費につきましては、一切返金等は致しません。 

：全カテゴリー合計100名  ※先着順。定員に達し次第申し込みを締め切ります。 

：各カテゴリーの決勝レース終了後、オリオンスクエアのステージで表彰式を実施。 

  エントリー12名以下の場合上位3名を、13名以上の場合は上位6名を表彰します。 

：大会オリジナルステッカー 

：オフィシャルWEBサイト（http://www.japancup.gr.jp/）より 

  詳細をご確認の上お申し込みください。 

：2018年9月2日（日）20：00～13日（木）20：00 

：参加者および来場者用の駐車場のご用意はございませんので、 

  お近くのコインパーキングや公共交通機関でご来場ください。 

：当日の模様を写真・動画で撮影させていただきます。 

  当大会の告知やPRを兼ねた広告として、 

  ウェブサイト・雑誌等に掲載させていただく場合がございます。 

  予めご了承ください。 

開催概要 2/2 

【JAPAN CUPキックバイク大会に関する問い合わせ】 

サイクルスポーツマネージメント株式会社  e-mail: shintochicup@gmail.com 


