
第1回「ツール・ド・とちぎ」

実施報告書



Tour de Tochigi

実施概要

名称 第1回「ツール・ド・とちぎ」

ねらい

県内全市町を舞台とした国際公認のサイクルロードレースの開催を通じてとちぎの地⽅創
⽣を推進する。
•(1)⾃転⾞先進県「とちぎ」の世界に向けた発信、県のブランドイメージの向上

•(2)開催地域の歴史・⽂化・⾷などの資源を活⽤したとちぎの新たな魅⼒の創造
と、インバウ ンドを含めた観光誘客による地域経済の活性化

•(3)スポーツ⽂化の振興による県⺠の健康づくりの推進

•(4)若者をはじめ多くの県⺠が⼤会に関わることによる郷⼟愛の醸成

主催 特定⾮営利活動法⼈ツール・ド・とちぎの会

主管 ツール・ド・とちぎ実⾏委員会

競技主管 公益財団法⼈⽇本⾃転⾞競技連盟

開催期間 2017年3⽉31⽇(⾦) 〜 4⽉2⽇(⽇) ※⾬天決⾏

競技種⽬

ステージ・レース
◆3⽇間、3ステージのロードレース
◆国際⾃転⾞競技連合(UCI)公認競技
◆⼤会クラスは「2.2(UCIアジアツアー)」

特徴 栃⽊県全域を舞台とした「ラインレース」での開催

出場チーム 計１５チーム ９０名（海外５、国内７、県選抜１、学連２）

表彰式 各ステージのフィニッシュ地点特設会場でそれぞれ実施

最終表彰式 4⽉2⽇(⽇)、第3ステージフィニッシュ地点特設会場で実施

競技規定 UCI 競技規則および、⼤会特別規則による

コース 第1回⼤会、第2回⼤会(平成29年度)の2年をかけて、栃⽊県内全市町を巡ることを想定

ツール・ド・とちぎ
実⾏委員会

栃⽊県／経済産業省／NPO法⼈ツール・ド・とちぎの会／（⼀社）栃⽊県経営者協会／
（公社）栃⽊県経済同友会／（⼀社）栃⽊県商⼯会議所連合会／栃⽊県商⼯会連合会／
栃⽊県中⼩企業団体中央会／栃⽊県⾃転⾞競技連盟／宇都宮市／⾜利市／栃⽊市／佐野市／
⿅沼市／⽇光市／⼩⼭市／真岡市／⼤⽥原市／⽮板市／那須塩原市／さくら市／那須烏⼭市／
下野市／上三川町／益⼦町／茂⽊町／市⾙町／芳賀町／壬⽣町／野⽊町／塩⾕町／⾼根沢町／
那須町／那珂川町／（株）⾜利銀⾏／（株）栃⽊銀⾏／栃⽊県信⽤⾦庫協会／
（公社）栃⽊県観光物産協会／栃⽊県農業協同組合中央会／⼤学コンソーシアムとちぎ／
栃⽊県⾼等学校⻑会／栃⽊県中学校⻑会／サイクルスポーツマネージメント（株）／
ＮＡＳＰＯ（株）／（公財）⽇本⾃転⾞競技連盟／⽇本プロフェッショナルサイクリスト協会／
栃⽊県サイクリング協会／（⼀財）⽇本⾃転⾞普及協会／栃⽊県⾃転⾞軽⾃動⾞商業協同組合／
栃⽊県道の駅連絡協議会／（⼀社）栃⽊県建設業協会／（公財）栃⽊県⺠公園福祉協会／
（公財）栃⽊県国際交流協会／（⼀社）栃⽊県バス協会／（⼀社）栃⽊県トラック協会／
（⼀社）栃⽊県タクシー協会／（⼀財）栃⽊県交通安全協会／東⽇本電信電話（株）栃⽊⽀店／
東武鉄道（株）／真岡鐵道（株）／野岩鉄道（株）／栃⽊県消防⻑会／（⼀社）栃⽊県警備業協会／
（株）下野新聞社／⽇本放送協会宇都宮放送局／（株）栃⽊放送／（株）エフエム栃⽊／
（株）とちぎテレビ ※順不同
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⼤会チラシ
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Tour de Tochigi

実施⽇程
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※各表彰式時刻は予定です。 レース終了後速やかに実施。

13:30～ C om m issaires M eeting

コミッセール会議

30 M ar. (T hu) 15:30~ 16:30 License C ontrol N ikko C ity C entral Public H all M edium  H all

3月30日（木） ライセンスコントロール 日光市中央公民館 中ホール

17:00~ T eam s M anagers’ M eeting

チーム監督会議

09:00~ 09:50 S ign-O n N ikko D aiyagaw a Park

出走サイン 日光だいや川公園

31 M ar. (Fri) 10:00~ S tage 1 S tart N ikko D aiyagaw a Park

3月31日（金） ステージ1スタート 日光だいや川公園

13:20~ A w ard C erem ony A shikaga C ity A thletic Park

（予定） 表彰式 足利市総合運動公園

09:20~ 09:50 S ign-O n G reen Park M otegi

出走サイン グリーンパークもてぎ

1 A pr. (S at) 10:00~ S tage 2 S tart G reen Park M otegi

4月1日（土） ステージ2スタート グリーンパークもてぎ

13:00~ A w ard C erem ony N asukogen Yuai no M ori

（予定） 表彰式 道の駅那須高原友愛の森

09:30~ 10:00 S ign-O n Yaita C ity O ffice

出走サイン 矢板市役所

2 A pr. (S un) 10:10~ S tage 3 S tart Yaita C ity O ffice

4月2日（土） ステージ3スタート 矢板市役所

13:10~ A w ard C erem ony K iyohara C entral Park

（予定） 表彰式 清原中央公園

Stage1

115km
*パレード含む

Stage2

102km
*パレード含む

Stage3

103km
*パレード含む
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全体コースMAP
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Tour de Tochigi

第1ステージ 概要
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出⾛登録 9:00-9:50

ﾁｰﾑﾌﾟﾚｾﾞﾝ 9:00-9:35

セレモニー 9:40-

スタート 10:00

ゴール 13:00頃

表彰式 レース終了後
13:20頃
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第1ステージ リザルト
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Tour de Tochigi

第1ステージ 写真
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＜スタート会場＞
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第1ステージ 写真
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＜レース＞
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第1ステージ 写真
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＜KOM地点〜HS＞
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第1ステージ 写真
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＜フィニッシュ＞
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第1ステージ 写真

11

＜表彰式＞
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第1ステージ 写真
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＜ゴール会場＞
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第1ステージ レース・サマリー
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名称 第1回「ツール・ド・とちぎ」

⼤会概要
栃⽊県内全市を舞台としたUCI₍国際⾃転⾞競技連合₎公認のサイクルロードレースの開催
を通じて、栃⽊の地⽅創⽣を推進する全国に先駆けた新しい⾃転⾞ラインレース。

試合名 第1ステージ ⽇光だいや川公園〜⾜利市総合運動公園

開催⽇ 2017年3⽉31⽇（⾦）

開催場所 ⽇光市〜⿅沼市〜栃⽊市〜佐野市〜⾜利市

出場チーム名

1．宇都宮ブリッツェン
2．那須ブラーゼン
3．ブリヂストン アンカー サイクリングチーム
4．インタープロサイクリングアカデミー
5．キナンサイクリングチーム
6．マトリックスパワータグ
7．チーム右京
8．栃⽊県選抜チーム
9．⿅屋体育⼤学 ⾃転⾞競技部
10．明治⼤学 体育会⾃転⾞部
11．アタッキ・チーム・グスト
12．HKSIプロ・サイクリング・チーム
13．トレンガヌ・サイクリング・チーム
14．オリヴァーズ・リアルフード・レーシング

試合結果

ステージ上位3名
1位 64サルバドール・グアルディオラ・トーラ₍ESP₎／チーム右京
2位 6岡 篤志₍JPN₎／宇都宮ブリッツェン
3位 102ベンジャミン・ヒル₍AUS₎／アタッキ・チーム・グスト

個⼈総合時間賞 1位 64サルバドール・グアルディオラ・トーラ₍ESP₎／チーム右京

ポイント賞 1位 64サルバドール・グアルディオラ・トーラ₍ESP₎／チーム右京

⼭岳賞 1位 64サルバドール・グアルディオラ・トーラ₍ESP₎／チーム右京

U23賞 1位 6岡 篤志₍JPN₎／宇都宮ブリッツェン
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第1ステージ レース・サマリー

14

試合概要
第

1回⽬を迎えるツール・ド・とちぎの第1ステージは、1つ⽬の⼭岳ポイント₍KOM₎で約3分の差をつけ
抜け出した14⼈が逃げに乗り、最後まで逃げ切った13名から、ゴール前でロングスパートを掛けた
サルバトール・グアルディオラ・トーラ選⼿（ESP/チーム右京）が優勝。

春休みということもあり、沿道にはたくさんの観客が観戦に訪れ、⼦ども連れの観客の⽅も⽬⽴った。
パレード⾛⾏からアクチュアルスタートとなった瞬間に集団のスピードが上がり、
杉並⽊の⽇光例幣使街道を通過。各チーム、アタック合戦となるが決まらず、そのまま41㎞地点の
1つ⽬の⼭岳ポイント(KOM)に向かう。
カテゴリー3級のこのKOMでは、サルバドール・グアルディオラ・トーラが先頭通過。
KOMを越えた集団は下り⼀列棒状となって⼊り、前⽅に14⼈の⼩集団が形成、これが逃げ集団となる。
KOMを4位で通過した宇都宮ブリッツェンの飯野智⾏はメカトラで先頭を離脱。
この逃げがメイン集団に2:54のタイム差をつけ、タイム差が変わらぬままレースが進んでいく。
逃げに選⼿を送り込めていないチームらは、何とか前に選⼿を送り込もうとするが、集団をうまく
コントロールするチームがなく、先頭に届かず逃げが決定的となる。
83.6㎞地点、2つ⽬のKOMは勾配12%の激坂。セメント⼯場脇を通り、KOMへ向かってアタックが掛かる。
ここでショーン・ホワイトフィールド（AUS/オリヴァーズ・リアルフード・レーシング)が脱落し、
逃げは13⼈となる。
この時点でメイン集団と2分差となり、残り30㎞でほぼ逃げ切り勝利が決定。
ラスト8㎞に標⾼差50mの地点があり、キナンサイクリングチームのトマ・ルバがペースを上げ、
抜け出しを図るが捉まる。13⼈のままラスト7kmで⻄薗良太(JPN/ブリヂストン アンカー サイクリング
チーム)がアタックし、およそ2㎞逃げたが吸収、元の13⼈でフィッシュに向かう。
ゴールを⽬前に、先頭集団内は牽制の空気が漂うが、集団の右側からスッと抜け出したグアルディオラが
上がっていくのを他の12選⼿は⾒合ってしまった。
結果、サルバドール・グアルディオラ・トーラが2位以下に4秒の差をつけ優勝。
今年、宇都宮ブリッツェンに⼊団した岡篤志がU23を獲得した。
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1-7
第2ステージコースMAP
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Tour de Tochigi

3-22
第２ステージ 概要
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出⾛登録 9:20-9:50

セレモニー 9:50-

スタート 10:00

ゴール 12:40頃

表彰式 レース終了後
13:00頃
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第２ステージ リザルト
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Tour de Tochigi

第２ステージ 写真
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＜スタート会場＞
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第２ステージ 写真

19

＜レース＞



Tour de Tochigi

第２ステージ 写真
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＜KOM地点〜HS＞
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第２ステージ 写真
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＜フィニッシュ＞
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第２ステージ 写真
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＜表彰式＞
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第２ステージ 写真
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＜ゴール会場＞
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第２ステージ レース・サマリー
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名称 第1回「ツール・ド・とちぎ」

⼤会概要
栃⽊県内全市を舞台としたUCI₍国際⾃転⾞競技連合₎公認のサイクルロードレースの開催
を通じて、栃⽊の地⽅創⽣を推進する全国に先駆けた新しい⾃転⾞ラインレース。

試合名 第2ステージ 茂⽊町〜那須町

開催⽇ 2017年4⽉1⽇(⼟)

開催場所 茂⽊町〜那須烏⼭市〜那珂川町〜⼤⽥原市〜那須町〜那須塩原市〜那須町

出場チーム名

1．宇都宮ブリッツェン
2．那須ブラーゼン
3．ブリヂストン アンカー サイクリングチーム
4．インタープロサイクリングアカデミー
5．キナンサイクリングチーム
6．マトリックスパワータグ
7．チーム右京
8．栃⽊県選抜チーム
9．⿅屋体育⼤学 ⾃転⾞競技部
10．明治⼤学 体育会⾃転⾞部
11．アタッキ・チーム・グスト
12．HKSIプロ・サイクリング・チーム
13．トレンガヌ・サイクリング・チーム
14．オリヴァーズ・リアルフード・レーシング

試合結果

ステージ上位3名
1位 マラル=エルデネ・バトムンフ（トレンガヌ・サイクリング・チーム）
2位 ベンジャミン・ヒル（アタッキ・チーム・グスト）
3位 ジャイ・クロフォード（キナンサイクリングチーム）

個⼈総合時間賞 1位 ベンジャミン・ヒル（アタッキ・チーム・グスト）

ポイント賞 1位 ベンジャミン・ヒル（アタッキ・チーム・グスト）

⼭岳賞 1位 サルバドール・グアルディオラ・トーラ（チーム右京）

U23賞 1位 岡篤志（宇都宮ブリッツェン）
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第２ステージ レース・サマリー
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試合概要
第

第1回ツール・ド・とちぎの第2ステージは、茂⽊町から那須町までの102㎞。
今⽇も真冬のような寒さの中、レースはスタートした。
アクチュアルスタート直後、まず⾶び出したのはキナンサイクリングチームの⼭本元喜。
スタートから5㎞ほど⼩さなアップダウンが連続。キナンサイクリングチームが中⼼にアタックを繰り返し、
それにブリヂストン アンカー サイクリングチームと宇都宮ブリッツェンが反応する。
集団は⼀列棒状のまま平坦箇所に⼊ると、更なるキナンサイクリングチームのアタックによる分断が起き、
烏⼭⼤橋を40名ほどの先頭集団で通過。レース開始から40分が経過する頃、先頭集団から更に13⼈が
抜け出し、20秒後⽅に残りの選⼿、その40秒後ろにメイン集団が続く展開に。
レース開始1時間、千切れた選⼿たちがプロトンに吸収され、集団は2つに分かれ、先頭とのタイム差は
2分に開いた。
昨⽇のリーダーであるチーム右京のサルバドール・グアルディオラ・トーラは、後⽅のメイン集団に
取り残され、チームメイトを先頭に送り込むことも出来なかった。
最初のスプリントポイントを1位通過したベンジャミン・ヒル（アタッキ・チーム・グスト）が、
⼭岳ポイントを2位で通過。その直後のトンネルを越えたヘアピンカーブでコースアウトしてしまい、
誰もが彼の脱落を予想したが、10％程度の勾配を下りきる頃には、先頭集団に復帰した。
そのまま先頭集団で⾛るヒルは、2つ⽬のスプリントポイントでマラル=エルデネ・バトムンフ
（トレンガヌ・サイクリング・チーム）とのスプリントを競り勝つ。
メイン集団は、レースの序盤こそチーム右京が牽いていたが、後半はブリヂストン アンカー サイクリング
チームやオリヴァーズ・リアル・フード・レーシングが牽引。
メイン集団の速度は時速50㎞まで上がり、1分30秒までタイム差を縮め始めるが、先頭集団の
マルコス・ガルシア（キナンサイクリングチーム）が登りでアタックし、⼝⽕を切るとペースが上がり、
そのままりんどう⼤橋を進む。
残り1㎞で⼭本元喜がアタックするが、差がつかないままゴール・スプリント勝負に持ち込まれ、
ベンジャミン・ヒルとジャイ・クロフォード（キナンサイクリングチーム）の右側から、
2016年アジア選⼿権のU23 個⼈タイムトライアル・チャンピオンのバトムンフが⼒強いスプリントで
勝負を制した。惜しくもステージ優勝を逃したヒルだが、個⼈総合時間賞のグリーンジャージを獲得した。

【補⾜】
天候：⾬のち曇り
気温：5度
距離：105㎞
観客数：16,000⼈
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1-8
第3ステージコースMAP
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3-32
第３ステージ 概要
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出⾛登録 9:10-10:00

セレモニー 10:00-

スタート 10:10

ゴール 12:50頃

表彰式 レース終了後
13:10頃
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第３ステージ リザルト
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第３ステージ 写真
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＜スタート会場＞
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第３ステージ 写真
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＜レース＞
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第３ステージ 写真
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＜KOM地点〜HS＞
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第３ステージ 写真
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＜フィニッシュ＞
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第３ステージ 写真
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＜表彰式＞
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第３ステージ 写真

34

＜ゴール会場＞
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第３ステージ レース・サマリー
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名称 第1回「ツール・ド・とちぎ」

⼤会概要
栃⽊県内全市を舞台としたUCI₍国際⾃転⾞競技連合₎公認のサイクルロードレースの開催
を通じて、栃⽊の地⽅創⽣を推進する全国に先駆けた新しい⾃転⾞ラインレース。

試合名 第３ステージ ⽮板市役所〜清原中央公園

開催⽇ 2017年4⽉2⽇（⽇）

開催場所 ⽮板市〜塩⾕町〜さくら市〜那須烏⼭市〜⾼根沢町〜芳賀町〜市⾙町〜宇都宮市

出場チーム名

1．宇都宮ブリッツェン
2．那須ブラーゼン
3．ブリヂストン アンカー サイクリングチーム
4．インタープロサイクリングアカデミー
5．キナンサイクリングチーム
6．マトリックスパワータグ
7．チーム右京
8．栃⽊県選抜チーム
9．⿅屋体育⼤学 ⾃転⾞競技部
10．明治⼤学 体育会⾃転⾞部
11．アタッキ・チーム・グスト
12．HKSIプロ・サイクリング・チーム
13．トレンガヌ・サイクリング・チーム
14．オリヴァーズ・リアルフード・レーシング

試合結果

ステージ上位3名
1位 エゴイツ・フェルナンデス・アヤルサグエナ (ESP)₎／チーム右京
2位 畑中 勇介₍JPN₎／チーム右京
3位 ベンジャミン・ヒル₍AUS₎／アタッキ・チーム・グスト

個⼈総合時間賞 1位 ベンジャミン・ヒル₍AUS₎／アタッキ・チーム・グスト

ポイント賞 1位 ベンジャミン・ヒル₍AUS₎／アタッキ・チーム・グスト

⼭岳賞 1位 ベンジャミン・ヒル₍AUS₎／アタッキ・チーム・グスト

U23賞 1位 岡 篤志₍JPN₎／宇都宮ブリッツェン
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試合概要
第 ⽮板市役所前をスタートする第3ステージは、第1回ツール・ド・とちぎが始まって、ようやく晴天となった。

今⽇のコースは、開始から14㎞に設定された⼭岳ポイント（KOM）を⽬指して、まず登っていく。
その登りに到達するまで、各チームの逃げの打ち合いとなり、なかなか決まらない。
KOMは、昨⽇、個⼈総合を奪取したベンジャミン・ヒル（アタッキ・チーム・グスト）が1位通過、
1⽇⽬に総合を獲ったサバドール・グアルディオラ・トーラ（チーム右京）が2位、チームメイトのエゴイツ・
フェルナンデス・アヤルサグエナ（チーム右京）が3位、昨⽇のステージ勝者、マラル=エルデネ・バトムンフ
（トレンガヌ・サイクリング・チーム）が4位と実⼒者が順当にポイントを重ねた。
KOM後の下りで集団から数名が抜け出すが、すぐに後続に吸収。下りが終わり、平坦区間に⼊ると、
また逃げの打ち合いが始まり、集団は落ち着かないままスプリントポイントを⽬指す。
ここで逃げ集団と後続集団のタイム差は25秒。
スプリントポイントは、⽬に⾒える争いはないまま、鈴⽊譲（宇都宮ブリッツェン）、ジャイ・クロフォード
（キナンサイクリングチーム）、ホセ・ヴィセンテ・トリビオ（マトリックス パワータグ）の順で続いた。
スプリントポイントを過ぎ、中切れした後続集団が追いつくが、そこから安原⼤貴（MTR）がアタック。
しかし、間もなく吸収、カウンター・アタックで鈴⽊⿓と初⼭翔（ブリヂストン アンカー サイクリングチー
ム）が前に出るが、この逃げも3~4分の後に集団に飲まれる。
落ち着きを取り戻したように⾒えた集団は、リーダー・チームであるアタッキ・チーム・グストが牽引を
始めるが、補給ポイントに差し掛かる前にジュリアン・アマドリ（インタープロサイクリングアカデミー）が
アタックし、これをブリヂストン アンカーがチェック。また⼀塊に戻り45㎞地点を過ぎる。
動きがあったのは、46㎞地点。上り坂で⼀瞬踏み込み、抜け出したのは⽯橋学（ブリヂストン アンカー サイ
クリングチーム）。単独アタックで、総合争いにも影響がないと⾒なされたのか、集団はこの逃げを容認。
⽯橋は、得意のタイムトライアルのように順調なペースを保ったまま、じわじわとタイム差を広げ、
最⼤2分をつけ、ラスト5㎞まで凡そ53㎞に亘って逃げ続けた。
⽯橋を吸収したプロトンは、⼀度、⼭本元喜（キナンサイクリングチーム）が逃げを試みるが、すぐに戻り、
そのままフィニッシュ地点に向かう。
しかし、フィニッシュ500m⼿前のコーナーで、先頭を⾛る数名の選⼿がコースを間違い、それによる落⾞も
発⽣。栃⽊県選抜チームの⽯原祐希が集団先頭、そのすぐ後ろにグリーンジャージのベンジャミン・ヒルが
つけ、最後の清原中央公園前のストレートへ。
ゴール・スプリントは、チーム右京の畑中勇介、エゴイツ・フェルナンデス、総合リーダーのヒルが三つ巴で
フィニッシュ・ラインを通過。写真判定の結果、ほんの僅かな差で、今年チーム右京に加⼊したばかりのエゴ
イツ・フェルナンデスがステージを勝ち取り、チームメイトの畑中とワン・ツー・フィニッシュとなった。
3位でフィニッシュしたベンジャミン・ヒルが、第1回ツール・ド・とちぎの個⼈総合優勝に輝き、
ポイント賞と⼭岳賞も獲得。新⼈賞は、宇都宮ブリッツェンの岡篤志が守り切り、
地元チームの意地を⾒せつけた。
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1-9
賞⼀覧

●個⼈総合時間賞
個⼈総合時間順位は，ステージにおいて記録された時間を積算し，
ボーナスとペナルティを加減して決定。個⼈時間順位の⾸位者は
緑⾊のリーダー･ジャージを着⽤する．

●ポイント賞
ポイント順位は，各ステージの中間スプリントおよびフィニッシュで
与えられるポイントを合算して競われる．
第1，第2および第3ステージの中間スプリント5, 3 および1ポイントを
上位3着に与える
第1，第2および第3ステージのフィニッシュ25, 20, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 
6, 5, 4, 3, 2 および1 ポイントを上位15 着に与える
この順位の⾸位者は⻘⾊のジャージを着⽤する．

●⼭岳賞
⼭岳賞順位は，この順位のための5箇所の対象登坂で競われる．
各カテゴリにおいて，下記のポイントが配分される：

第2カテゴリ(M2)の登坂:
- 1 着: 7 ポイント
- 2 着: 5 ポイント
- 3 着: 3 ポイント
- 4 着: 2 ポイント
- 5 着: 1 ポイント

第3カテゴリ(M3)の登坂:
- 1 着: 5 ポイント
- 2 着: 3 ポイント
- 3 着: 2 ポイント
- 4 着: 1 ポイント

第1カテゴリ(M1)の登坂:
- 1 着: 10 ポイント
- 2 着: 8 ポイント
- 3 着: 6 ポイント
- 4 着: 4 ポイント
- 5 着: 3 ポイント
- 6 着: 2 ポイント
- 7 着: 1 ポイント

総合順位は，⼭岳賞のための全対象登坂の得点を合計して作成される．
この順位の⾸位者は⾚⾊のジャージを着⽤する．

●新⼈賞（ヤングライダー賞）
U23個⼈総合時間順位は，ステージにおいてU23競技者により記録さ
れた時間を積算し，ボーナスとペナルティを加減して決定。この順位
の⾸位者は⽩⾊のジャージを着⽤する．

●団体総合時間賞
⽇毎チーム順位は各チーム上位3⼈の個⼈時間合計を基に計算する．同
タイムの場合，そのステージにおいて各チーム上位タイム3⼈が獲得し
た順位数合計により区分けする．それでも同位の場合，そのステージ
におけるチーム内最上位の競技者の順位により区分けする．
表彰は第3ステージ終了時点で⾏う。

●区間賞
各ステージの完⾛時間において、もっとも少ないタイムの者を
1位とする。
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