
3rd STAGE ロードレース
（ラインレース）

選手 出走サイン・チームインタビュー

第3ステージ開会式
9：50～

会場イベント開催！
8：00～10：30

●協賛出店
・アジアン料理マハール宇都宮
・宇都宮ブリッツェン
・那須ブラーゼン
・（株）和光ケミカル
・（株）ミヤタサイクル
●グルメエリア出店
・とちぎ元気グルメ会
・中国料理ハオハオ

栃木県を東から西へ横断するツール・ド・とちぎ史上、最も長いコースと
なります。細かいアップダウンはあるものの、クライマーが活躍するほどの
登り坂は存在しないため、逆にアタックがいつ決まるか解りづらいコース
プロフィールです。リーダージャージを擁するチームにとっても150キロ
と長丁場だけに、コントロールするアシストにも大きな負担が掛かりま
す。最終ステージで逆転もあり得るステージになりそうです！

会場で解説します!
ここに注目!

ツールドとちぎ広報官

廣瀬 佳正
若杉 厚仁
ⒸM-WAVE

3月24日（日）距離  ／約150km（パレード含む） コース／JR烏山駅～足利市総合運動公園
那須烏山市 那珂川町 那須烏山市 さくら市 矢板市 塩谷町 日光市 鹿沼市 栃木市 佐野市 足利市

● 山あげ祭お囃子演奏
● 市町の観光・特産品PRブース出店
● ご当地キャラ出演　など

総合表彰式
14：00～

会場イベント開催！
9：30～15：00

● 市町の観光・特産品PRブース出店
● ご当地キャラ出演

● クイズラリー
● 選手サイン会（フィニッシュ後） など

START

ステージトラックステージトラック

自治体エリア自治体エリア

自治体エリア自治体エリア

START
FINISH

グルメエリアグルメエリア
ステージトラックステージトラック
ビジョンカービジョンカー

協賛エリア協賛エリア

ふわふわ

ステージトラックステージトラック

ビジョンカービジョンカー

FINISH協賛エリア協賛エリア

グルメエリアグルメエリア

自治体エリア自治体エリア

駐輪場駐輪場

MCによる
ステージショー

大型ビジョン
パブリックビューイング

物販・PR・グルメ
ブース出店

JR烏山駅 [那須烏山市] 那須烏山市南2丁目5-6住所

スタート予定時刻 10：00START

足利市総合運動公園 [足利市] 足利市田所町1123 住所

フィニッシュ予定時刻 13：15頃FINISH

・パブリックビューイング
・観光PR・特産品販売

さくら市総合公園（さくら市） 道の駅湧水の郷しおや多目的ホール（塩谷町） JR下野大沢駅（日光市）
・ステージショー（喜連川公方太鼓、Lovin&S、
  真・雷様剣士ダイジ、栃木SCチアーズ）
・物販・PR・グルメブース出店
・足湯　・ご当地キャラ出演 など

・太鼓演奏
　（日光街道杉並木太鼓会）
・ご当地キャラ出演

各地で楽しいイベントが盛りだくさん♪
お見逃しなく！

沿線イベント情報

各ステージの応援スポットはこちら！
http://www.tourdetochigi.com/course/

・（株）アキボウ
・（株）カーメイト
・スーパースポーツゼビオ
・アルファクラブ（株）
・OITAサイクルフェス実行委員会

烏山烏山

陸上競技場

硬式野球場

山あげ祭
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TOUR DE TOCHIGI

ステージイベント STAGE EVENT

私たちが盛り上げます！

第３ステージ那須烏山会場にも登場！
絹代栗村 修

（TOJ大会ディレクター）

MIHO氏

若杉 厚仁

だいじ
（だいまじん）

ツールドとちぎ広報官
廣瀬 佳正

第1ステージ 井頭公園

第2ステージ 道の駅やいた

第3ステージ 足利市総合運動公園

各会場のイベント詳細はこちら！
http://www.tourdetochigi.com/event/

3月23日（土）
針谷千紗子
3月24日（日）

安田大サーカス
団長 安田

3月22日（金）

SPECIAL GUEST SPECIAL GUEST SPECIAL GUEST

メディア情報

今年もやります！
レース生中継！

3月22日（金）～3月24日（日）
熱戦が繰り広げられる全レースを、
「FRESH LIVE
サイクルロードレースTV」にて
ライブ配信します！

 

実況解説付きだから、
レースがもっと
楽しくなる！

3月22日（金）1st STAGE

3月23日（土）2nd STAGE

3月24日（日）3rd STAGE

個人タイムトライアル

ロードレース

ロードレース

https：//freshlive.tv/roadrace/

生放送配信時間
【第１ステージ】22日12:30～15:45
【第２ステージ】23日 9:20～14:30
【第３ステージ】24日 9:20～15:00

今中大介
（JBCF副理事長）

MCアリー
（Sports MC DJ PA Team REAL）

 

「ツール・ド・とちぎダイジェスト」

今日のレースのふりかえりと
明日のレースの大胆予想！

レースリザルトの最新情報はこちら！
http://www.tourdetochigi.com/

（ライブガーデン ビチステンレ マネージャー）（やいたシクロアンバサドゥール）

（予定・延長/早終わりの場合があります）

出演：栗村修（TOJ大会ディレクター）、廣瀬佳正（JBCFゼネラルマネージャー）

23:30～24:00

23:00～23:30

23:00～23:30

ⒸM-WAVE

ⒸM-WAVE

〔 解　説 〕
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時間無制限で食べ放題！完熟で甘～い、日
本一の「とちおとめ」をおなか一杯召し
上がれ♪一部高設ベンチ栽培なので、車いす
の方も安心してご利用になれます。

真岡市上大田和3006

井頭観光いちご園
1st STAGE

〈真岡市〉

電動自転車やファットバイクのレンタサイク
ル、マウンテンバイクコース、キャンプ場、バー
ベキュー広場、ＲＶパークなど、アウトドア
パークとしてリニューアルしました。遊んだあ
との温泉やお食事もおすすめです。

矢板市川崎反町295

城の湯温泉センター
2nd STAGE

〈矢板市〉

江川にある高さ約20m、幅約65mの滝。大
蛇が住むという伝説があり、四季折々の景
色が楽しめます。JR烏山線の通過時刻に
は、列車が滝の上を走る風景が見られます。

那須烏山市滝414

龍門の滝
3rd STAGE

〈那須烏山市〉

那珂川町の魅力をギュギューっと凝縮した「道の
駅ばとう」。ドライブ途中も良いけれど、目的地に
しちゃうのもあり♪近くには、温泉や美術館もあっ
たり、ゆったりのんびりしたどこか故郷を感じる場
所。「おかえり！」ってことばが聞こえそう・・・。 

那珂川町北向田181-2

道の駅ばとう
3rd STAGE

〈那珂川町〉

さくら市を中心とした地元農家のとれたて
新鮮野菜が並び、道の駅オリジナル商品や
地元の特産品が勢揃いしています。日本三
大美肌の湯喜連川温泉も楽しめます。

さくら市喜連川4145-10  

道の駅きつれがわ 
3rd STAGE

〈さくら市〉

昭和60年に名水百選の認定を受けた尚仁
沢湧水群は、高原山の中腹に位置し、付近
一帯は樹齢数百年の原生林に覆われた十
数か所から湧き出る湧水です。

塩谷町上寺島地内

尚仁沢湧水群
3rd STAGE

〈塩谷町〉

世界遺産「日光の社寺」は、日光東照宮、日
光山輪王寺、日光二荒山神社の建造物群
と、その境内地からなり、国宝、重要文化財
の計103棟の建造物と、それをとりまく自然
環境は、日本を代表する文化的景観です。

日光市山内地内

世界遺産「日光の社寺」
3rd STAGE

〈日光市〉

『30分食べ放題』いちご市鹿沼が誇る甘くて
美味しい苺たちが皆様をお迎えします！販
売もございますのでお気軽にお立ち寄りく
ださい。(いちご狩りは皆様に美味しく楽しん
で頂くため予約優先とさせていただきます)

鹿沼市酒野谷929-1

出会いの森いちご園
3rd STAGE

〈鹿沼市〉

きれいな井戸水に晒され、盆ざるにたっぷり
と盛られた手打ちそばです。もともとは満願
寺へのお参りの方や猟師のためのそば店で
したが、その美味しさから現在ではこの出流
そばを目当てに、多くの方が訪れます。

栃木市出流町地内

出流そば
3rd STAGE

〈栃木市〉

大正の初め中国人の料理人が伝えた青竹打
ちラーメンがルーツといわれています。受け継
がれてきた製法による縮れた麺と、名水の里佐
野のおいしい水で作るあっさり醤油味のスー
プによる味のハーモニーをご堪能ください。 

佐野市内各所

佐野らーめん
3rd STAGE

〈佐野市〉

日本最古の学校として知られる国指定史跡。フラ
ンシスコ・ザビエルにより「日本国中最も大にして
最も有名な大学」と世界に紹介され、平成27年
には日本遺産に認定されました。校内では論語の
素読体験や漢字試験などにチャレンジできます。

足利市昌平町2338

史跡足利学校（日本遺産認定）
3rd STAGE

〈足利市〉

宇都宮市民のソウルフードとして親しまれて
おり、市内で餃子を提供するお店は300店
を超えます。毎年秋には「宇都宮餃子®祭り」
が開催され、宇都宮餃子®を求め、全国から
多くの観光客が訪れます。

宇都宮市内各所

宇都宮餃子®
近隣市町

〈宇都宮市〉

「開運のまち おやま」のシンボルがここ。石
田三成の討伐を決め、西上することを決め
た小山評定。さらに徳川家はこの吉例から、
将軍の日光社参の際の休憩・宿泊所「小山
御殿」を同所に築いた。

小山市中央町1-1-1

小山評定跡・小山御殿広場
近隣市町

〈小山市〉

那須野が原東部に位置する標高512.9ｍの
山で、山頂は公園として整備されており、那須
野が原を一望できる景勝地となっています。
那須ブラーゼンの選手がトレーニングに利用
し、自転車愛好家からも人気のスポットです。

大田原市北滝1820-2

御亭山緑地公園
近隣市町

〈大田原市〉

西那須野塩原ICから塩原方面へ車で約２分
の千本松牧場では、乗馬、サイクリングなど
様 な々体験ができ、名物ジンギスカンや新鮮
な生乳で作る乳製品がおすすめです。隠れた
癒しスポットの千本松温泉は美肌効果も！

那須塩原市千本松799

那須千本松牧場
近隣市町

〈那須塩原市〉

国指定史跡の下野国分寺跡・国分尼寺跡に
隣接し、市民の憩いの場として親しまれる天
平の丘公園。下野市の春の一大イベントであ
り、今回で40回を迎える「天平の花まつり」
が３月下旬から５月上旬まで開催されます。

下野市小金井993-1

天平の丘公園（第40回天平の花まつり）
近隣市町

〈下野市〉

T O C H I G I  T O U R I S M  I N F O R M A T I O N

http://www.tourdetochigi.com/course/

観光スポットの
詳細はこちら!

11 12



黒チャーハンは、上三川町のＢＱグルメ研究
会が考案したご当地グルメ。特製ソースの黒
炒飯ソースを使った香ばしいチャーハンは、
一度食べたらやみつきになります。イベント
や、町内の学校の給食にも出ています。

上三川町内各所

上三川黒チャーハン
近隣市町

〈上三川町〉

陶芸メッセ・益子は、益子町の中心に位置す
る丘の上の城跡にオープンしました。その中
には、益子町美術館があり、 陶芸を主軸とし
た美術館として、 益子焼の歴史や国内外の優
れた現代陶芸を積極的に紹介しています。

益子町大字益子3021

陶芸メッセ・益子
近隣市町

〈益子町〉

農林水産省"ディスカバー農山漁村(むら)の
宝"グランプリ受賞。全国No.１道の駅グルメ
ゆず塩ら～めん、手作りアイスおとめミルク、
しっとりバウムクーヘン等、沢山の美味し
い！がお待ちしています。

茂木町大字茂木1090-1

道の駅もてぎ
近隣市町

〈茂木町〉

「まちおこしセンター」、「農産物直売所」、
「農産物加工所」、「ふれあいスペース」など、
幅広い来訪者に市貝町の良さを知っていた
だける施設です。

市貝町市塙1270 

道の駅サシバの里いちかい
近隣市町

〈市貝町〉

春になると公園内や周辺道路約３kmにわ
たり植えられた桜が満開になり、多くの花見
客の方で賑わいます。公園内には、さまざま
な遊具や広い芝生広場があり、家族連れに
人気のスポットとなっています。

芳賀町大字下高根沢4632

かしの森公園
近隣市町

〈芳賀町〉

大きな公園の中にある「楽しく遊べる」博物館！明るくカラフルな
館内には、体を使って遊べる大型遊具のある「きっずらんど」や、ブ
リキなどの貴重なおもちゃ約9,000点が展示されている「きっずた
うん」があります。鉄道模型の部屋、オリジナルリカちゃんが作れる
コーナーもあり小さなお子様から大人まで１日中楽しめます。 

壬生町大字国谷2300 

壬生町おもちゃ博物館
近隣市町

〈壬生町〉

日本に現存する４基のホフマン窯のうちの
１基で、唯一原形をとどめて保存されてお
り、国指定重要文化財に指定されています。
見学にはガイド付きの案内もあります。美し
い形を残した文化財を是非ご覧ください。

野木町野木3324-10

野木町煉瓦窯
近隣市町

〈野木町〉

元気あっぷむらは食と健康のための複合施設です。温泉施設を
はじめ、郷土料理や特産品などを堪能できる食事処や、地元高
根沢大豆を使った豆腐作りを体験できる施設、さらには宿泊施
設のコテージ等、高根沢を満喫できます。スープが緑色の高根沢
ちゃんぽんや米粉を利用した高根沢ジェラートもおすすめです！

高根沢町上柏崎588-1

高根沢町元気あっぷむら
近隣市町

〈高根沢町〉

那須高原の標高470mに位置する「道の駅 那須高原友愛の森」
は、広い構内に緑が溢れ、お買い物・お食事・体験と皆さまで楽し
んでいただける場所です。直売所では、新鮮な朝採り野菜や切り
花、シフォンケーキなどが並び、お惣菜コーナーでは地元の食材
を使用したコロッケやすいとん、ソフトクリームが食べられます。

那須町大字高久乙593-8

道の駅 那須高原友愛の森
近隣市町

〈那須町〉

インスタグラムアカウント「ツール・ド・とちぎサイクルフォトラ
リー」をフォローしていただきます。

大会公式ホームページに掲載されている「写真撮影スポット」
をサイクリングし、ご自身の自転車を含めて写真を撮影します。

個人のインスタグラムアカウントからハッシュタグ「#ツール・
ド・とちぎ」「#撮影場所」を付けて写真を投稿して下さい。

詳細・お申込みは
コチラ

※賞品画像はイメージです。

なすひかり10Kgとちぎゆめポーク ロース 2Kg

萌える里山、澄んだ空、広がる田園風景に歴史・文化の街並みが織りなす
「風情と趣のあるとちぎ」を是非ご堪能ください！ご自慢の自転車を撮影し、写真をインスタ
グラムに投稿すると、抽選でとちぎが誇る特産品が当たるチャンス！！！奮ってご応募下さい！

金

ツール・ド・とちぎがおススメする
とちぎのツウなスポットをサイクリングしませんか？

Step 1▶▶▶

Step 2▶▶▶

Step 3▶▶▶

２月１日（金）～
５月31日（金）
※期間内での投稿分が対象

2019年

http://www.tourdetochigi.com/photorally/

ツール・ド・とちぎサイクルフォトラリー

参加方法開催期間

とちぎ和牛 3Kg とちぎの地酒

豪華賞品
多数！！
市町特別賞
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