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実施概要 Outline

UCI公認国際⾃自転⾞車車ロードレース
NTN  presents  20th  TOUR  OF  JAPAN実施概要

名称：UCI公認国際⾃自転⾞車車ロードレース『NTN  presents  20th  TOUR  of  JAPAN』（アジアツアー・レースクラス 2.1）
主催：⾃自転⾞車車⽉月間推進協議会
主管：TOUR  OF  JAPAN組織委員会（事務局：⼀一般財団法⼈人⽇日本⾃自転⾞車車普及協会）
競技主管：公益財団法⼈人⽇日本⾃自転⾞車車競技連盟
後援：内閣府／総務省省／⽂文部科学省省／経済産業省省／国⼟土交通省省／消費者庁／東京都／⼤大阪府

／三重県／⻑⾧長野県／静岡県公益財団法⼈人JKA／朝⽇日新聞社／⽇日刊スポーツ新聞社
協⼒力力：堺市／京都府／京⽥田辺市／精華町／岐⾩阜県／美濃市／いなべ市／飯⽥田市／飯⽥田観光協会

／⼩小⼭山町（静岡県駿東郡）／伊⾖豆市／⼀一般財団法⼈人⽇日本サイクルスポーツセンター／東京港埠頭株式会社
冠協賛： NTN株式会社
特別協賛：SPEED  チャンネル/株式会社SUBARU/⽇日本トーター株式会社
協賛：デサントジャパン株式会社/THULE/ヤマハ発動機株式会社/ダイドードリンコ株式会社/株式会社シマノ

/アメアスポーツジャパン株式会社/株式会社ゼンリン/井上ゴム⼯工業株式会社/株式会社NIPPO
/株式会社キナン/株式会社ミヤタサイクル/パナソニックサイクルテック株式会社/株式会社マトリックス
/岡三証券株式会社/ Rapha  Japan/JA共済連/シャープ株式会社/東京サンエス株式会社
/東京海上⽇日動⽕火災保険株式会社/KTC  京都機械⼯工具株式会社/株式会社深⾕谷産業/
/株式会社オージーケーカブト/株式会社バレット/芙蓉総合リース株式会社/みずほ銀⾏行行

出場チーム：全16チーム（海外8チーム・国内8チーム）
チーム編成：9名（選⼿手6名／監督1名／メカニック1名／マッサー1名）
競技規則： UCI（国際⾃自転⾞車車競技連合）規則及び本⼤大会特別規則による
開催⽇日程： 2017年年5⽉月21⽇日(⽇日)〜～5⽉月28⽇日(⽇日)
第1ステージ【堺】5/21（⽇日） 13:35    ⼤大仙公園周回コース（個⼈人タイムトライアル） 2.65㎞
第2ステージ【京都】5/22（⽉月） 09:25（セレモニーラン：普賢寺ふれあいの駅→同志社⼤大学京⽥田辺キャンパス

→普賢寺⼩小学校5.5㎞）普賢寺⼩小学校前→けいはんなプラザ周回コース
<パレード3.4㎞>4.2㎞+  16.8㎞x6周 105.0㎞

第3ステージ【いなべ】5/23（⽕火)09:20   阿下喜駅前→下野尻交差点〜～いなべ農業公園周回コース
<パレード2.8㎞>  8.6㎞ +  14.8㎞ x  8周 127.0㎞

第4ステージ【美濃】 5/24（⽔水)09:15   旧今井家住宅宅前→横越→美濃和紙の⾥里里会館前周回コース
<パレード4.0㎞>  11.6㎞+  21.3㎞x  6周 139.4㎞

第5ステージ【南信州】5/25（⽊木)09:15  飯⽥田駅→下久堅周回コース→松尾総合運動場前
<パレード7.3㎞>  12.2㎞x  10周+  1.6㎞ 123.6㎞

第6ステージ【富⼠士⼭山】5/26（⾦金金1)0:45（セレモニーラン：⼩小⼭山町⽣生涯学習センター→須⾛走商店街→
ふじあざみライン⼊入⼝口13.2㎞）

12:00  ふじあざみライン⼊入⼝口→富⼠士⼭山須⾛走⼝口5合⽬目（ヒルクライム）11.4㎞
第7  ステージ【伊⾖豆】 5/27（⼟土)    09:30  ⽇日本サイクルスポーツセンター周回コース 12.2㎞x  10周 122.0㎞
第8  ステージ【東京】 5/28（⽇日)  11:00    ⽇日⽐比⾕谷シティ前→⼤大井埠頭周回コース

<パレード1.2㎞>  14.7㎞+  7.0㎞x  14周 112.7  ㎞
総⾛走⾏行行距離離(予定)     743.75㎞

2017年年版ホームページ：www.toj.co.jp/2017
公式ホームページ ：www.toj.co.jp
Twitter ：twitter.com/tourofjapan
Facebook ：www.facebook.com/tourofjapan
TOJプレス ：https://goo.gl/BjiYmq（YouTube）
TOJダイジェスト ：https://goo.gl/aPFcF2（YouTube）



1.  メディア アクレディテーション

NTN  presents  20th ツアー・オブ・ジャパンへ取材へ来る⽅方はメディアADパスの申請を⾏行行ってください。

（１）申請は右のオンライン申請より https://goo.gl/forms/W7apeNKLOZzyiIdK2

（２）申請受理理された⽅方は、レース当⽇日各ステージのプレス受付テントまでお越しください。なお、本⼈人
確認のため名刺刺を１枚提出していただきます。ステージにより受付場所、受付時間が異異なりますのでご注
意ください。

（３）申請の内容によりメディアADパスの受理理をお断りする場合もございます。また、取材中に危険、違
反な取材⾏行行為があった場合、メディアADパスを無効にする場合がございます。

（４）記者、ライター、ジャーナリスト、コメンテーター、にはメディアパスをお渡しします。返却は必
要ありません。 フォトグラファー、TVカメラマンにはビブスを貸与いたしますので撮影終了了後はTOJプ
レスまでご返却ください。紛失の場合にはご請求となる場合がございます。

（５）最新のステージマップは公式ウェブサイト(www.toj.co.jp/2017)よりダウンロードください。

（６）メディアADパス及びビブスは⾒見見えるよう掲帯ください。

２.  メディアテント

各ステージのフィニッシュエリアに設置。 オープン時間はレース開始30分前、終了了後30分後に閉鎖。

3.  インターネット他環境

メディアテント内にはWIFIアクセスを設置。ただしステージにより電波不不具合、インターネット速度度が遅
くなる場合もありますことご了了承ください。 Fax、プリンターの設置はありません。また100V電源供給
は必ずしも充分に設置されてはおりません。

4. 駐⾞車車場

メディア向けの駐⾞車車場はございません。近隣隣の⼀一般駐⾞車車場、臨臨時駐⾞車車場をご利利⽤用下さい。また、ステージ
により交通規制中のため通⾏行行できないスタート、フィニッシュエリアがございますのでご注意ください。

5.  ADパスコントロール

メディアADパス、撮影ビブスは⼊入場できるエリア規制がありますので各会場の表⽰示案内に従ってください。

6.  取材規制

ライセンスコントロール、監督会議、ドライバーズ会議、コミッセール会議の取材、撮影はできません。
競技コース上での取材、撮影はオフィシャルメディア以外はできません。
スタートエリア取材、撮影はスタート３分前にはオフィシャル以外は退去となります。なおオフィシャル
はスタート１分前にてコース外へ退去となります。
フィニッシュエリア撮影は、TOJ指定の撮影ビブスを着⽤用した者のみフィニッシュライン後⽅方指定エリア
内に⼊入り撮影することはできますがレース状況により撮影場所を２段階に分けるか、⾃自転⾞車車ロードレース
撮影の未経験者は⼊入場規制する場合もありますのでレース当⽇日プレスの誘導に従ってください。なお、オ
フィシャルカメラマンが撮影場所が優先されます。

▲⼊入場規制する場合があります。



7.  表彰式/インタビュー

各ステージ表彰式はレース後にステージ優勝者、各賞選⼿手の表彰を⾏行行います。メディアは現場の指定エリア内にて取
材、撮影を⾏行行ってください。 表彰式後、ただちにバックステージ（賞典テント）前または中にて囲み取材を⾏行行い、
プレステントでのインタビューはありません。

8.  ステージ別各種催事イベント

堺ステージ 5⽉月21⽇日 ： 公式サイト http://toj-‐‑‒sakai.com

・第9回⾃自転⾞車車のまち堺イベント 場所：⼤大仙公園いこいの広場
・NTN⼤大回転学校（10:00-‐‑‒15:00) 場所：⼤大仙公園

京都ステージ 5⽉月22⽇日：公式サイト http://tojkyoto.com

・NTN⼤大回転学校（9:00-‐‑‒13:30) 場所：けいはんなプラザ
・次世代型バーチャル⾃自転⾞車車ゲーム『サイクルスピリッツ』（9:30-‐‑‒13:30）場所：けいはんなプラザ
・ウィーラースクール（⼀一般向け⾃自転⾞車車安全教室）時間： 調整中 場所：普賢寺⼩小学校、普賢寺幼稚園

いなべステージ 5⽉月23⽇日 ：公式サイト http://www.inabe-‐‑‒stage.jp

・チョークイベント（09:00-‐‑‒09:30） 場所：KOM地点
・NTN⼤大回転学校（9:00-‐‑‒13:30) 場所：梅林林公園
・次世代型バーチャル⾃自転⾞車車ゲーム『サイクルスピリッツ』（調整中）場所：梅林林公園
・ウィーラースクール（⼀一般向け⾃自転⾞車車安全教室）時間： 調整中 場所：梅林林公園

美濃ステージ 5⽉月24⽇日：公式サイト http://www.city.mino.gifu.jp/pages/3839

・おもてなしコーナー・飲⾷食 場所：美濃和紙の⾥里里芝⽣生広場
・NTN⼤大回転学校（9:00-‐‑‒13:30) 場所：美濃和紙の⾥里里芝⽣生広場
・次世代型バーチャル⾃自転⾞車車ゲーム『サイクルスピリッツ』（9:00-‐‑‒13:00） 場所：美濃和紙の⾥里里芝⽣生広場

南信州ステージ 5⽉月25⽇日：公式サイト http://www.city.iida.lg.jp/toj/

・チョークイベント 時間：09:15 場所：KOM付近
・次世代型バーチャル⾃自転⾞車車ゲーム『サイクルスピリッツ』（9:00-‐‑‒13:00） 場所：松尾総合運動場
・NTN⼤大回転学校（9:00-‐‑‒13:30) 場所：松尾総合運動場

富⼠士⼭山ステージ 5⽉月26⽇日

・NTN⼤大回転学校（10:00-‐‑‒15:00) 場所：道の駅すばしり

伊⾖豆ステージ 5⽉月27⽇日

・NTN⼤大回転学校（9:00-‐‑‒13:30) 場所：⽇日本サイクルスポーツセンター
・次世代型バーチャル⾃自転⾞車車ゲーム『サイクルスピリッツ』(9:00-‐‑‒13:00)場所：⽇日本サイクルスポーツセンター
・ウィーラースクール（⼀一般向け⾃自転⾞車車安全教室）時間： 調整中 場所：ベロドローム内

東京ステージ 5⽉月28⽇日

・NTN⼤大回転学校（10:00-‐‑‒14:30) 場所：みなとが丘ふ頭公園



9.  チーム Teams

＜海外チーム＞
バーレーン・メリダ（WT／バーレーン）
NIPPO・ヴィーニファンティーニ（PCT／イタリア）
ユナイテッドヘルスケア・プロフェッショナル・サイクリング・チーム（PCT／アメリカ）
アタッキ・チーム・グスト（CT／スロヴェニア）
アイソウェイ・スポーツ・スイスウェルネス（CT／オーストラリア）
タブリーズ・シャハルダリ・チーム（CT／イラン） ※UCI  Invitational  ranking  による⾃自動招待
チーム・ダウナー・D&DQ・アーコン（CT／ドイツ）
トレンガヌ・サイクリング・チーム（CT／マレーシア）
＜国内チーム＞
チーム右京（CT）
キナンサイクリングチーム（CT）
宇都宮ブリッツェン（CT）
ブリヂストン アンカー サイクリングチーム（CT）
マトリックス パワータグ（CT）
シマノレーシングチーム（CT）
愛三⼯工業レーシングチーム（CT）
⽇日本ナショナルチーム

10.  前⽇日公開記者会⾒見見

⽇日時：5⽉月20⽇日（⼟土曜⽇日）
場所：さかい利利晶の杜（堺市堺区宿院町⻄西2丁1番1号）
時間：17:00〜～17:30
参加：国内外数名のライダー参加により公開会⾒見見（4〜～6名程度度）

11.  チームプレゼンテーション

⽇日時：5⽉月21⽇日（⽇日曜⽇日）
場所：堺市⼤大仙公園内いこいの広場特設ステージ
時間：12:00〜～13:00
参加：全チーム

12.  ウエルカムパーティー

美濃ステージウエルカムパーティー
参加：全チーム監督
⽇日時：5⽉月23⽇日（⽕火曜⽇日）
時間：19:00-‐‑‒20:00
場所：緑⾵風荘
住所：岐⾩阜県美濃市港町3946

13.  プレスカー

プレスカー（トヨタハイエース⾞車車：定員8名）はメディア専⽤用⾞車車でスタートからレース終了了までコースを巡回
いたします。⾚赤ビブス着⽤用者は優先となりますのでご注意ください。レース終盤は、周回遅れの選⼿手が⽣生じる
などの理理由で運⾏行行が予告なしに中断、あるいは中⽌止することが想定されますので、余裕を持ってフィニッシュ
地点まで戻るように各⾃自ご判断ください。レース中での⾞車車の乗り降降りは速やかに願います。レース運営に⽀支障
をもたらすことになります。

第1ステージ 堺 （運⾏行行無し）
第2ステージ 京都 （運⾏行行あり）
第3ステージ いなべ (運⾏行行あり）
第4ステージ 美濃 (運⾏行行あり）
第5ステージ 南信州 (運⾏行行あり）*TOJコーナー⇄松尾総合運動場前のピストン輸送あり
第6ステージ 富⼠士⼭山 （11:45頃ふじあざみライン⼊入⼝口を出発、富⼠士⼭山須⾛走⼝口5合⽬目へ）
第7ステージ 伊⾖豆 （運⾏行行ルート制限あり）
第8ステージ 東京 （運⾏行行無し）



14.    放送スケジュール Broadcast  Schedule

『テレビ TV』

・事前番組
「いよいよ開幕！アジア最⼤大級の⾃自転⾞車車レース 第20回ツアー・オブ・ジャパンの魅⼒力力」
BS⽇日テレ 5⽉月11⽇日（⽊木）24:00〜～24:30
CS⽇日テレジータス 5⽉月21⽇日（⽇日）10:00〜～10:30
CS⽇日テレジータス再放送 5⽉月23⽇日（⽕火）06:00〜～06:30
・東京ステージ特番
「⾃自転⾞車車第20回ツアー・オブ・ジャパン〜～東京ステージ ダイジェスト〜～」
CS⽇日テレジータス 6⽉月11⽇日（⽇日）11:30〜～12:30
CS⽇日テレジータス再放送 6⽉月12⽇日（⽉月）26:45〜～27:45
・総集編
BS⽇日テレ 6⽉月24⽇日（⼟土）午後放送予定
CS⽇日テレジータス 7⽉月上旬放送予定

『ケーブルテレビ⽣生放送 Cable  TV  Live』

美濃ステージ 09:00〜～レース終了了（シーシーエヌ・チャンネル11）
南信州ステージ 08:30-‐‑‒14:00（飯⽥田ケーブルテレビ）

『ラジオ⽣生放送 Radio』

いなべステージ 09:00-14:00（いなべFM86.1MHz）
南信州ステージ 09:30-13:00（いいだFM76.3MHz）

『インターネットライブ Internet Live』

・Fresh!  サイクリングチャンネル⽣生放送 https://freshlive.tv/cycling
5/21 堺 10:45-15:00
5/22 京都 09-15-16:00
5/23 いなべ 08:45-16:00
5/24 美濃 08:50-16:00
5/25 南信州 08:30-16:00
5/26 富⼠士⼭山 08:30-16:00
5/27 伊⾖豆 09:10-16:00
5/28 東京 10:20-16:00

・スマココ 堺を除く７ステージGPSによるライブトラッキング

15.  予測レース終了了タイム

レース当⽇日の選⼿手の⾛走⾏行行スピードにより誤差がございますが⽬目安にしてください。

京都ステージ ：12:19〜～12:47
いなべステージ：12:27〜～12:46
美濃ステージ ：12:33〜～13:03
南信州ステージ：12:18〜～12:44
富⼠士⼭山ステージ：12:34〜～12:40
伊⾖豆ステージ ：12:42〜～13:05
東京ステージ ：13:36〜～13:51

16.  問い合わせ

NTN  presents  20th ツアー・オブ・ジャパン広報チーム
中野裕⼆二郎郎
携帯： 090-9023-4814      Eメール： yujiro@athlete-bank.com


