
第 12 回ツール・ド・宮古島 2019 大会概要 

《大会概要》 

大会名 第 12 回ツール・ド・宮古島 2019 

開催場所 沖縄県宮古島市全域 

開催日 2019 年 5 月・25 日(土)・26 日(日) 

開催種目 【サイクリングツアー(5 月 25 日(土))】 

1.宮古島グルッと一周ツアー(約 100km) 

島の名産品を物色したり、郷土料理に舌鼓を打ちながら宮古島の観光地を

巡るサイクリングツアーです。ロードバイク初級者とロードバイク経験 1 年

以上の方の 2 グループに分かれて走行します。 

2.伊良部島巡りツアー(約 50km) 

 3,540m の日本最長の伊良部大橋を渡り、伊良部島を一周するツアー。伊良

部島の観光スポットを巡り、水着持参でビーチでのんびりも。ロードバイク

初級者とロードバイク経験 1 年以上の方の 2 グループに分かれて走行しま

す。 

※インストラクターの先導で走行します。コース上は一般車両の交通規制を

行いません。 

※ツアー中にかかる費用については各自負担となります。 

【ロードレース(5 月 26 日(日))】 

136km の部/74kmの部 

※決められたコースを制限時間内に自転車で走り切るタイムレース。 

※コース上は一般車両の交通規制を行います。 

定員 サイクリングツアー：各 60 名 

ロードレース：各 400 名 

参加資格 【サイクリングツアー】 

1.小学生以上の健康な男女(小学生は保護者同伴での参加) 

【ロードレース】 

1.16 歳以上の健康な男女 

【各種目共通】 

1.大会規則・マナーを厳守できる方。誓約書の内容を了承した方 

2.開催地への宿泊・商店などの利用を通じて地域振興にご協力いただける方

(任意) 

参加費 サイクリングツアー：一般 5,000 円/19 歳以下 2,500 円 

※大会記念品・傷害保険を含む。 

※申込受付後は、参加料の返還はいたしませんのでご了承ください。 

 



ロードレース 136km の部：一般 14,000 円/19 歳以下 7,000 円 

ロードレース 74kmの部：一般 12,000 円/19 歳以下 6,000 円 

※大会記念品・パーティー参加費・傷害保険を含む。 

※申込受付後は、参加料の返還はいたしませんのでご了承ください。 

表彰対象 ロードレース総合男女 1～6 位/エイジ別男女 1～3 位(総合表彰者を除く) 

制限時間 136km の部:6 時間/74kmの部:3 時間 30 分 

表彰式 

パーティー 

5 月 26 日(日)13:30 よりスタート･フィニッシュ会場手前の「パイナガマ海空

すこやか公園(予定)」にて開催します。軽食･お飲み物をご用意します。 

※ロードレースの部参加者は無料です。サイクリングの部および大会参加者

以外の方は 2,000 円でご参加いただけます。 

駐車場 メイン会場(トゥリバー地区内)に参加選手専用駐車場はありませんのでご了

承ください。 

※ただし大会終了後の 13:30 以降であれば「トゥリバー地区」および「パイ

ナガマ海空すこやか公園」の駐車場がご利用いただけます。 

募集期間 2019 年 1 月 12 日(金)～2019 年 4 月 22 日(月) 

郵送は 2019 年 5 月 7 日(月)必着 

※ただし定員に達し次第募集を終了いたします。 

主催 宮古島市/パワースポーツ 

共催 琉球新聞社 

主管 ツール・ド・宮古島実行委員会 

後援 宮古島市体育協会/宮古島商工会議所/(一社)宮古島観光協会/(一社)宮古青年

会議所/宮古島自転車競技会/株式会社宮古島毎日新聞社/宮古新報株式会社/

宮古テレビ株式会社 

 

 

《スケジュール》 

日程 時間 開催内容 開催場所 

5/25 

(土) 

08:30～09:30 サイクリング選手受付 トゥリバー地区 

09:45 サイクリング集合&参加説明 

10:00 サイクリングツアースタート 

15:00(予定) 伊良部島巡りツアーフィニッシュ 

17:30(予定) 宮古島グルッと一周ツアー 

フィニッシュ 

13:00～17:00 ロードレース選手受付 

17:30～18:30 ロードレース競技説明会 宮古島市中央公民館 



5/26 

(日) 

05:30～06:30 【共通】選手受付 トゥリバー地区 

06:45 【共通】集合･開会式 トゥリバー地区 

07:00 ◆136km レーススタート トゥリバー地区 

09:00 ◆136km 第 1 関門制限時間 宮古島海宝館 

(約 44km 地点) 

10:30 ◆136km 第 2 関門制限時間 パイナガマ前(約 73.3km 地点) 

11:30 ◆136km 第 3 関門制限時間 宮古島海宝館(約 106km 地点) 

13:00 ◆136km フィニッシュ制限時間 トゥリバー地区 

07:10 ◇74km レーススタート トゥリバー地区 

09:30 ◇74km 第 1 関門制限時間 宮古島海宝館(約 44km 地点) 

10:40 ◇74km フィニッシュ制限時間 トゥリバー地区 

13:30～15:30 【共通】表彰式&パーティー 海空すこやか公園(予定) 

※内容は各所変更になる場合があります。必ず大会 1～2 週間前に郵送される最終案内で最

終確認を行ってください。 

 

《大会ルール》 

ロードレースに参加される場合は、日本自転車競技連盟の競技規則に準じたロードバイク

用の競技自転車に限ります。マウンテンバイク、フラットバーハンドル、トライアスロン用

の DH バーの付いたもの、タイヤの前後のインチサイズが違う自転車は参加できません。 

[日本自転車競技連盟 競技規則 URL:http://www.jcf.or.jp/] 

 

■レースに使用する自転車 

1.人力のみで駆動されるフリーホイール式の自転車で、正常に作動するブレーキが 2 つ装着

されていること。 

2.ハンドルバーおよびステムは危険性のない形状で、その先端はキャップなどでしっかり塞

がれていること。 

3.次のタイプのハンドルは使用できません。 

●デルタ ●ブルホーン ●DH ●クリップオン ●スピナッチ ●エンドバー 

●ドロップハンドルにアタッチメント方式で取り付けるタイプの補助バー 

4.ランプ・ダイナモ、バックミラー、カゴ、スタンド、泥除け、荷台、錠など競技に不要を

及ぼす可能性のある部品は取り外すこと。 

5.車輪(ホイール)は最小 12 本のスポークを持つものを使用すること。 

6.車検は行いませんので、各自必要な装備の整備を行ってください。 

 

 

 

http://www.jcf.or.jp/


 

■競技ルール 

1.各種目、決められたコースを制限時間内に走ります。関門制限時間、最終制限時間を超え

た場合はその地点で競技終了となります。 

2.参加資格は高校生以上の健康な男女となります。 

3.競技中の疾病、傷害に対しては応急処置をとりますが、それ以後のことに関しては本人が

一切の責任を負わなければなりません。すなわち医師などの治療費については初診料より

本人負担となりますので、健康保険証を必ず持参してください。 

4.競技者はスペアタイヤ、修理用具、メガネ、腕時計は携行できますが、ガラス容器、その

他の危険物は携行できません。また競技者は競技中に携行した食飲料を飲食することはで

きますが、アルコール類、興奮剤等の薬品を用いることはできません。 

5.自転車が故障した場合は自力で修理して競技を続行できます。また、競技者間でポンプの

貸し借りは許されますが、部品の交換はできません。 

6.競技者は必ず(財)日本自転車競技連盟公認のヘルメットを着用してください。違反者は出

場を認めません。 

7.競技者は主催者が指定する場所にボディナンバー、フレームナンバーを付けて競技しなけ

ればなりません。 

8.競技中、審判員および医務員から競技の中止を命ぜられた場合、選手は直ちにその指示に

従ってください。 

9.他の競技者を押し、あるいは割り込みや走路を横切る等、走行を妨害した者は失格としコ

ース上から除外します。 

10.着順、タイム測定等に関する意義の申し立ては受付けません。 

11.136km では 4 ヶ所のエイドステーションと 1 ヶ所の給水所、74km では 3 ヶ所のエイド

ステーションと 1 ヶ所の給水所にて、水・バナナ・黒糖(給水所では水のみ)を用意します。 

※選手は必ずボトルを 2 本持参してください。 

12.10km ごと、およびフィニッシュまで残り 5km の地点より 1km ごとに距離を表示しま

す。 

13.片側車線(走行方向)のみ交通規制を行います。対向車には注意して走行してください。ま

た、公共路線バスの運行がありますのでご注意ください。 

14.スタート後、約 3km(距離は変更となる場合あり)をプロローグ区間とし、先導車が 20～

25kmで走行しますので先導車を追い越さずゆっくり走行してください。 

 

 

 

 

 



 

【サイクリング】 

サイクリングに参加される場合は、MTB、小径車、リカンベントを含む公道を走れる自転

車を使用していただきます。ただし、ＤＨバーの使用は禁止です。 

■ルール 

1.大会はタイムを競うレースではありません。 

※なお、交通規制は行ないませんので交通規則を遵守し、追走・並走・割り込みはせず、一

列走行して下さい。 

2.ヘルメット、手袋は必ず着用して下さい。 

3.車両での伴走は禁止します。 

4.先頭を走る者は、先導車を追い越さないで下さい。 

5.何らかの理由でリタイアする場合は係員に申告し、指示に従って下さい。 

 

■失格事項 

1.ゴミをレース中に投棄した選手 

2.条件を偽って参加した選手 

3.競技規則に違反し、スタッフの指示に従わなかった選手 

4.規定の時間を超えて関門に到着した選手および最終制限時間を超えた選手 

5.ゼッケンを着用しなかった選手、または加工・折り曲げて着用した選手 

6.自然保護に違反する行為があった選手 

7.不正行為があった選手 

8.55 歳以上の選手対象:大会当日から半年以内の間に健康診断を受診していない選手 

 ※大会当日、健康診断書の提出は不要ですが、状況により、後日提出していただく場合が

あります。 

 

※実行委員会が全ての事項を監視することは不可能なので、大会期間中は参加選手が選手

審判員となり、失格事項に値する選手の申告制度を適用する。 

 

■注意事項 

1.受付場所：トゥリバー地区にて行います。 

 受付時間 

【サイクリング】2019 年 5 月 25 日(土)08:30～09:30 

【ロードレース】2019 年 5 月 25 日(土)13:00～17:00、26 日(日)5:30～6:30 

 ※時間厳守をお願いします。 

2.ゴミは必ず、各自で持ち帰ってください。 

3.当日は必ず健康保険証を持参してください。 



4.レース途中、天候が悪化した場合やコースの状況により、主催者側で判断し中止する場合

があります。 

5.レース中の事故については、応急処置のみ行いますが、それ以外の責任を負いません。 

6.競技続行が不可能と判断された選手は、スタッフが競技を中止させる事があります。 

7.競技以外の荷物についてはスタッフの指示に従い所定の場所をご利用ください。ただし、

貴重品および壊れ物については各自管理してください。主催者は紛失の責任は負いません。 

8.記録計測は計測タグを使用します。紛失・破損をされた場合には実費(4,000 円)をご請求

させていただきます。 

9.違反内容によりフィニッシュタイムにペナルティタイムを加算する場合があります。 

 

■申込規約 

1.自己都合による申込み後の登録内容の変更、キャンセルはできません。また、過剰入金・

重複入金の返金もできません。 

2.年齢・性別の虚偽申告・申込み本人以外の出場(不正出走)は認めません。発覚した場合は

出場を取り消します。 

3.地震・風水害・降雪・事件・事故等による中止の返金はいたしません。 

4.大会出場中の映像・写真・記事・記録等の、テレビ、新聞、雑誌、インターネット等への

掲載権は主催者に属します。 

5.大会申込者の個人情報の取扱いは、別途記載する主催者の規約に則ります。 

6.私は、大会が定める必要装備品を必ず持参します。もし違反した場合は失格となることを

承知します。 

7.上記の申込規約の他、主催者が別途定める大会規約に則ります。(齟齬がある場合は大会

規約が優先します) 

 

《問い合わせ》 

有限会社パワースポーツ イベント事業部 

〒248-0022 神奈川県鎌倉市常盤 628-3 

TEL:0467-84-8639(平日 9:00～18:00) 


