
【大会取材のご案内】

〜 Japan Cup is Back︕〜
豪華海外チームを含む、全17チーム102名が出場し

3年ぶりに開催するJAPAN CUPで世界の疾⾛を体感せよ︕
日本で唯一 UCI※プロシリーズとして初開催︕︕

世界のトップ選手たちが繰り広げる本当のロードレース︕︕︕
（※UCI=国際⾃転⾞競技連合）

アジア最⾼位の⾃転⾞ワンデイロードレース「SUBARU LEVORG presents 2022ジャパンカップサイクル
ロードレース」が2022年10月14日（⾦）〜16日（日）の3日間にわたり、国内ロードレースの聖地・宇
都宮を舞台に開催いたします。
つきましては、来る10月14日（⾦）18時00分のグランドオープニングから始まる一連のイベントに関し、報

道関係者の皆様のご取材受付を開始致します。
3年ぶり、29回目となる今大会は、17チーム102名が出場し、UCIプロシリーズとして初開催となったレース

展開にご期待ください。 さらに、宇都宮市街地を猛スピードで走る姿を目の前で観戦することができる
「JAPAN CUP CRITERIUM」など、多数企画も展開し、宇都宮市が⾃転⾞一⾊に染まります。

＜取材・撮影に関する注意事項＞
＊取材・撮影に関する詳細は、公式WEBサイト（www.japancup.gr.jp）から

専用「ID」と「パスワード」によりダウンロードいただけます。
後日、ダウンロードの準備が整い次第、事務局から専用「ID」と「パスワード」を別途お送りさせていただきます。
取材をされる媒体社様は、必ず最終ページの「取材申請書」に必要事項をご記入の上、ご返信下さい。

＊「取材申請書」は、必要事項をご記入の上、2022年10月11日（火）までにご返信下さい。

競輪の補助事業
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【報道関係者お問い合わせ先】
SUBARU LEVORG presents 2022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内）

■担当︓小原（携帯 090-9854-9542）、川上 ■TEL: 03-3402-5136 ■MAIL︓info@junpro.co.jp



【開催概要】
名称︓

主催︓

主管︓

公認︓

日程/
会場︓
（予定）

規則︓

問合せ︓

公式HP︓

SUBARU LEVORG presents 2022ジャパンカップサイクルロードレース
（英語表記︓SUBARU LEVORG presents 2022 JAPAN CUP CYCLE ROAD RACE）

宇都宮市

公益財団法人 日本⾃転⾞競技連盟、ジャパンカップサイクルロードレース実⾏委員会、
NPO法人ジャパンカップサイクルロードレース協会

UCI（国際⾃転⾞競技連合）／UCI（国際⾃転⾞競技連合）プロシリーズ

※交通規制時間
10/15（土）08:50〜13:30（一般レース︓森林公園周回コース）

14:00〜17:00（ジャパンカップクリテリウム︓宇都宮市大通り周回コース）
12:00〜19:00（ジャパンカップクリテリウム︓バンバ通り）

10/16（日）09:50〜14:30（ジャパンカップサイクルロードレース︓森林公園周回コース）

ＵＣＩ競技規則および大会規則による

ジャパンカップサイクルロードレース運営事務局 メール︓info@japancup.gr.jp

www.japancup.gr.jp

日程 時間 内容 会場

10/14
（⾦）

18︓00〜 グランドオープニング オリオンスクエア
（宇都宮市オリオン市⺠広場）18︓25〜 チームプレゼンテーション

10/15
（土）

09︓00〜 オープニングフリーラン
宇都宮市森林公園周回コース

（1周10.3㎞）09︓50〜 チャレンジレース

11︓00〜 オープンレース

14︓30〜 オープニングコンテンツ

宇都宮市大通り周回コース
（1周2.25㎞）

14︓47〜 ホープフル クリテリウム

15︓05〜 ガールズケイリン スペシャルレース

15︓15〜 クリテリウムパレードラン

15︓40〜 クリテリウム・レーススタート
14︓00〜 パブリックビューイング

オリオンスクエア
（宇都宮市オリオン市⺠広場）

17︓20〜 ホープフル クリテリウム表彰式

17︓35〜 弱虫ペダル / 渡辺先生トークショー

17︓50〜 ガールズケイリン トークショー

18︓05〜 宇都宮ブリッツェンスペシャルステージ

18︓30〜 クリテリウム 表彰式

10/16
（日）

08︓50〜 スペシャルキャラバン
宇都宮市森林公園周回コース

（1周10.3㎞）09︓00〜 選手紹介・出走サイン

10︓00〜 サイクルロードレース スタート
14︓30〜 サイクルロードレース 表彰式 ステージ上にて実施予定

15︓00〜 記者会⾒ プレステント内にて実施予定

競輪の補助事業
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競輪の補助事業

・本大会はスポーツ界で主に採用される、開催地や会場を大きな泡で包むように大会を運営し、
選手やチーム関係者、協議審判（コミセール）の外部との接触を遮断する「バブル」方式を採用します。

感染防止の観点から、選手や関係者への取材については、公式の場（ステージ等）以外での接触は
ご遠慮いただきますよう、ご理解とご協⼒のほどをお願いいたします。

・オフィシャルエリア内（関係者以外⽴入禁止エリア）に入る＆撮影・取材で選手等と接触する場合は
抗原検査が必須となります。

【感染症対策に関する注意事項】
※大会当日、受付にて本注意事項に基づく「感染症対策について」への同意書に

ご署名を頂きますので、予めご了承ください。
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（A）基本事項
・検温等、大会開催前14日間（9/30(⾦)〜大会当日まで）の健康観察を⼗分に⾏ってください。
結果は、スマートフォンの体調管理アプリ「GLOBAL SAFETY」に入⼒（もしくは健康観察チェックシートの
提出）し、メディア受付でご提示ください。また、入場時に手指消毒等を徹底してください。
※体調管理アプリ「GLOBAL SAFETY」は過去に遡り、入⼒が可能です。

・お互いの間隔（２ｍ程度）をあけて⾏動してください。
また、マスクを着用（不織布マスクを推奨）し、大声で話をしないようにしてください。

（B）本大会開催時
・大会期間中、マスク着用、手指消毒、３密回避（フィジカルディスタンスの確保）を徹底ください。

・選手取材エリア、記者会⾒室（プレステント）においては、取材人数を最小限とするとともに、
選手等とメディア関係者間のフィジカルディスタンス（2ｍ以上）を確保し、
取材備品（マイク・椅子・機材等）の清掃・消毒を徹底してください。

・メディアスタッフ（人数・役割）、カメラ設置場所等の事前申請を必須とします。

・大会終了後、 万が一、 新型コロナウイルス感染者が発生しても、主催関係者は一切の責任を負いかね
ますことをあらかじめご了承ください。各⾃の⾃己責任において、 体調管理には⼗分お気をつけください。

（C）選手への取材について

https://webapp.gs-app.jp/



SUBARU LEVORG presents 2022 JAPAN CUP CYCLE ROAD RACE 取材申請書

(1)露出予定

令和4年 月 日頃 ※放送局様→ 時 分頃
※新聞社様→ 朝 刊 ／ 夕 刊
※出版社様→ 日売／ 号

媒体名「 」
□テレビ □新聞 □雑誌 □ラジオ □WEB □通信社 □その他

(2)当日の取材責任者（取材責任者が露出予定メディアの社に属していない場合はその所属と連絡先を明記）

氏名・所属

連絡先 ℡︓ 現地ケータイ︓

E-mail ※後日、専用「ID」と「パスワード」をお送りします。
必ずご記入ください。

(3)当日の取材希望者全員の氏名（ペン記者＝P、スチールカメラ＝S、TVクルー＝TV の担当別を明記）
※競技安全の為、ゴール時の撮影について人数の制限がございます。主たるカメラマンに○をお付けください。

① ③ ⑤

② ④ ⑥

(4)取材希望
／出欠の有無
（○をお付け下さ
い）

10/14（⾦）イベントステージ （18:00／オリオンスクエア） 参加 ／ 不参加
10/15（土）オープンレースなど （09:00／宇都宮市森林公園） 参加 ／ 不参加
10/15（土）クリテリウム （15:40／大通り周回コース） 参加 ／ 不参加
10/16（日）サイクルロードレース（10:00／宇都宮森林公園） 参加 ／ 不参加

(5)取材当日
の⾞輌について
（〇と台数をご記
入下さい）

⾞輌 あり／なし（→計 台）
プレスバスの利用 あり／なし （ありの場合→ 15日（土） 名、16日（日） 名）

※プレス用⾞輌は、ろまんちっく村（予定）の駐⾞場をご利用いただけます。
（各社1台まで／会場までは一般乗合バスで15分程度（⽚道500円）かかります）
台数に限りがあるため、ご利用の可否は、後日、事務局からご連絡をさせて頂きます。
なお、ご利用できない場合、公共の交通機関や会場とホテルニューイタヤ（駅）を結ぶ
シャトルバス（有料）、または下記のプレスバス（無料/乗⾞人数に限りあり）をご利用ください。

＜プレスバス時刻表(予定）＞ ※乗⾞人数に限りがあり、乗⾞いただけない場合もございます。
10月15日（土）往︓07:00ホテルニューイタヤ発 →07:50森林公園会場着

復︓13:45森林公園会場発 →15:00クリテ会場着・15:20ホテルニューイタヤ着
10月16日（日）07:00ホテルニューイタヤ発 →07:50森林公園会場着

15:45森林公園会場発 →16:40宇都宮駅・16:50ホテルニューイタヤ着
16:30森林公園会場発 →17:20宇都宮駅・17:30ホテルニューイタヤ着

(6）備考
（ご記入下さい）

＊ロードレースの取材経験 あり ／ なし
＊ジャパンカップの取材経験 あり（計 回）／ なし

(7)感染症対
策(P3)について

□ 同意する ／ □ 同意しない （✓をお付けください）
※大会当日、受付にてP3「感染症対策に関する注意事項」に基づく同意書にご署名を頂きます。

■本申請書に必要事項をご入⼒の上、10/11（火）までにメール、またはＦＡＸにて、ご送信ください。
■取材・撮影に関する詳細は、公式WEBサイト（www.japancup.gr.jp）から専用「ID」と「パスワード」により

ダウンロードいただけます。後日、準備が整い次第、事務局から専用「ID」と「パスワード」を別途お送りさせていただきます。

広報事務局宛
FAX︓03-3479-1246
Mail︓info@junpro.co.jp

2022年9月30日
2022ジャパンカップサイクルロードレース

実⾏委員会
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【報道関係者お問い合わせ先】
SUBARU LEVORG presents 2022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内）

■担当︓小原（携帯 090-9854-9542）、川上 ■TEL: 03-3402-5136 ■MAIL︓info@junpro.co.jp


