
３．会場「名護市屋内運動場」へのアクセス
　　▼自転車　那覇から国道５８号を北上して名護へ約６７km（空港から約７０ｋｍ）
　　▼バス　　〇やんばる急行バス　那覇空港から『名護市役所』バス停留所下車
　　　　　　　　　　　　　　　　　料金：1,600 円　所要時間：約１時間５０分
　　　　　　　○高速バス ( № 111)　那覇空港から『名護市役所』バス停留所下車
　　　　　　　　・沖縄、琉球バス共通（2,190 円）　所要時間：約１時間４０分
　　　　　　　○名護西空港線（№ 120）　那覇空港から沖縄県『北部合同庁舎前』下車徒歩５分
　　　　　　　　・沖縄、琉球バス共通（1,940 円）　所要時間：約２時間３０分
　　　　　　　○名護西線（№ 20）　那覇バスターミナルから沖縄県『北部合同庁舎前』下車徒歩５分
　　　　　　　　・沖縄、琉球バス共通（1,850 円）　所要時間：約２時間２０分

【注意】乗客の手荷物の量によっては、乗車できない場合があります。輪行バック等の荷物は予め宿泊先へ宅配し
ておくことをお勧めします。

参加者のみなさまへ【レース部門】
第３０回記念「ツール・ド・おきなわ２０１８」にお申込みいただき誠にありがとうございます。
この注意事項をよくお読みになり万全を期して参加して下さるようお願い致します。

１．ゼッケン引換証について

※１１日（土）の参加登録時、同封のゼッケン引換証を確認後、記念品の配布となります。
　 引換証は必ずご持参下さい。万一紛失された場合は、再発行手数料５００円が必要となります。

２．大会スケジュール

TOUR DE OKINAWA
2018
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名護局

表彰式終了後、ふれあいパー
ティーがあります。
  (食事は主催者提供）
A Friendship Party take place
after Awards Ceremony.
  (Friendship Party By Courtesy 
   of T.D.O. Organizer)

〒905-0009
沖縄県名護市宇茂佐の森五丁目2番地7
NPO法人  ツール・ド・おきなわ協会  大会事務局
TEL 0980（54）3174　http://www.tour-de-okinawa.jp
NPO Tour de Okinawa Association
5-2-7 Umusanomori Nago City, Okinawa, JAPAN 905-0009
TEL 0980（54）3174　http://www.tour-de-okinawa.jp

TOUR DE OKINAWA 2018
この引換証を再発行する場合は有料（500円）となります。
500yen will be charged to reissue this set of tickets.

ロードレース観戦バスツアー行程表
１１月１０日（土）

時　刻 場　　　　　所 備　　　　　考
１２：００～１８：００ 参加登録	 （名護市屋内運動場）
１１月１１日（日）※交通規制（６：３０〜）

時　刻 通　過　地　点 観戦予定種目
０６：３０～０６：５５ 招集	 （棚原ホンダ前：地図参照）
０７：００ スタート	 （棚原ホンダ前：地図参照）
０７：３０～０８：００ ①観戦ポイント　真喜屋ファミリーマート チャンピオン
０８：００ 　国頭村与那向け再出発
０９：３０～１０：４０ ②観戦ポイント（折返）　国頭村与那（新与那橋） チャンピオン・女子国・市民１００
１０：４０ 　名護市川上向け再出発

１１：３０～１４：００ ③観戦ポイント名護市川上関門付近
昼食（弁当）
チャンピオン・Ｊｒ国際・市民１４０
女子国際・市民１００・市民２１０

１４：３０ ２１世紀の森体育館向け再出発
１５：００ フィニッシュ（２１世紀の森体育館）

１５：００～ 表彰式・ふれあいパーティー
名護市屋内運動場

沖縄振興
開発金融

公庫北部支店

HONDA
販売店

集合場所

21世紀の森公園 名護市民会館

◀至 国頭 至 那覇▶国道58号線

名
護
市
労
働

福
祉
セ
ン
タ
ー

◎
名護
市役所

21世紀の森
体育館

辺
土
名
薬
局

琉
球
銀
行

大
宮
支
店

港1丁目

大南

大　会　日　程
日　　時 内　　　　容 場　　所
11月10日（土）

07:00 スタート 伊江島ファミリーサイクリング 港１丁目交差点前

〜
　〃　 沖縄本島一周サイクリング  〃
　〃　 やんばるセンチュリーライド  〃
　〃　 チャレンジサイクリング  〃

07:30 　〃　 伊是名島サイクリング  〃
12:00～18:00 参加登録	:	［ゼッケン・計測チップ配布］ 名護市屋内運動場
16:00〜19:00 フィニッシュ やんばるセンチュリーライド・チャレンジサイクリング 21世紀の森体育館前

　〃　 伊江島ファミリーサイクリング  〃
11月11日（日） ※大会当日の参加登録は一切行いません。

06:45 スタート 男子チャンピオンレース210km 名護市営庭球場前交差点
07:00 　〃　 市民レース50km　アンダー39  〃
07:00 出発 ロードレース観戦バスツアー 名護市労働福祉センター前
07:06 スタート 市民レース50km　フォーティー 名護市営庭球場前交差点
07:12 　〃　 市民レース50km　フィフティー  〃
07:27 　〃　 市民レース210km  〃
07:30 　〃　 中学生レース50km  〃
07:35 　〃　 市民レース50km　オーバー60  〃
07:38 　〃　 市民レディースレース50km  〃
07:41 　〃　 チャレンジレース50km　オーバー50  〃
07:43 　〃　 チャレンジレース50km　フォーティー  〃
07:45 　〃　 チャレンジレース50km　アンダー39  〃
08:00 　〃　 恩納村ファミリーサイクリング 21世紀の森体育館前
08:12〜09:30 フィニッシュ 50㎞系レース順次フィニッシュ 　〃
09:05頃 スタート 小学生レース10km 仲尾関門
09:20頃 　〃　 市民レース140km 「道の駅」ゆいゆい国頭
09:30頃 　〃　 ジュニア国際ロードレース  〃
09:45頃 　〃　 女子国際ロードレース 奥やんばるの里
10:08頃 　〃　 市民レース100km　オーバー40  〃
10:16頃 　〃　 市民レース100km　アンダー39  〃
12:00〜14:20 フィニッシュ 男子チャンピオンレース210km 名護市営庭球場前交差点

 以下各レース順次フィニッシュ  〃
14:20頃 フィニッシュ レース系最後尾選手  〃
15:00 到着 ロードレース観戦バスツアー  〃
15:00〜 フィニッシュ 沖縄本島一周サイクリング  〃

 以下、各サイクリング部門フィニッシュ  〃
15:00〜 【閉会式・表彰式・ふれあいパーティー】 名護市屋内運動場
※スタート時刻は都合により変更になる場合があります。
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ロードレース観戦バスツアー

ROAD RACE BUS TOUR
Sunday,
November11

【要 項】
期日：11月11日（日）
  7:00頃 スタート（棚原ホンダ前）
  7:30頃 ①観戦ポイント「真喜屋ファミリーマート」
  9:30頃 ②観戦ポイント（折返）「国頭村与那（新与那橋）」
11:30頃 ③観戦ポイント「名護市川上関門付近」（昼食）
14:30頃 21世紀の森体育館向け再出発


