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御　　　　礼

令和3年　3月　吉日

ＮＰＯ法人 ツール・ド・おきなわ協会理事長
北部広域市町村圏事務組合理事長（名護市長）

大会会長　渡具知　武豊

　はじめに、第32回ツール・ド・おきなわ2020大会において、絶大なるご協力とご支援を賜

り、厚く御礼申し上げます。

今大会は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、さまざまなイベント等が中止となり、

ツール・ド・おきなわにおいても11月開催予定のレース部門と関連イベントの開催を断念し

ましたが、サイクリング部門の延期開催や初めてのオンラインを活用したイベント等を実施

し、平成元年から続く大会を32年連続開催することができました。

日頃より大会を支えて頂いてくださる多くのボランティアの方々や、関係各位のご協力に対

し、心より感謝申し上げる次第です。

年に一度開催されるツール・ド・おきなわ大会は地元の皆様や参加する皆様に愛される

大会を目指すとともに、サイクルスポーツを通した地域振興ならびに環境整備、競技力の

向上、地域における国際交流の場として、更に大きな輪を広げていけるよう努力を続けて

いく所存でございます。

ひきつづき、皆様方のあたたかいご指導とご支援を賜りますようお願い申し上げ、御礼の

挨拶と致します。
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第３２回　ツール･ド・おきなわ２０２０
事業報告

第３２回　ツール・ド・おきなわ	２０２０　大会

開 催 場 所：
主　　　催：

主　　　管：
後　　　援：

支　　　援：

特 別 協 力：

沖縄県北部地域
ツール・ド・おきなわ協会
北部広域市町村圏事務組合
ツール・ド・おきなわ大会実行委員会
自転車活用推進本部 内閣府 沖縄県 経済産業省 国土交通省
スポーツ庁 （公財）ＪＫＡ （公財）日本自転車競技連盟
( 公財 )日本サイクリング協会 （一財）自転車産業振興協会

（一財）日本自転車普及協会 沖縄県自転車競技連盟 
沖縄県サイクリング協会 沖縄県バイコロジーをすすめる会 
沖縄県教育委員会 ( 公財）沖縄県体育協会　沖縄県金融協会 
( 一財 ) 沖縄観光コンベンションビューロー　
北部市町村会 北部振興会 国頭地区市町村教育長会

（一社）沖縄県建設業協会北部支部 （一社）沖縄県建設産業団体
協議会
北部地区商工会協議会
名護地区交通安全協会 本部地区交通安全協会 石川地区交通安全
協会
名護市商工会 北部 12 市町村観光協会 
国頭郡体育協会 名護市体育協会 中部広域市町村圏事務組合
南部広域市町村圏事務組合　
北部国道事務所 沖縄県北部土木事務所　
国頭地区行政事務組合消防本部 名護市消防本部　
本部町今帰仁村消防組合消防本部
金武地区消防衛生組合消防本部
沖縄タイムス社 琉球放送株式会社 NHK 沖縄放送局　

（公社）北部地区医師会



− ツール・ド・おきなわ 2020 大会 報告 −
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２． 第32回「ツール･ド・おきなわ2020」大会概要

（１）第 32回「ツール・ド・おきなわ	2020」大会

ツール･ド ･おきなわ2020 大会日程

令和3年3月6日（土）～3月7日（日）

名護市民会館

期　　日：

開催場所：

6Saturday,
March

07:00～

やんばるセンチュリーライド・
沖縄本島一周サイクリング（1日目）受付開始～終了06:00～07:00

セレモニー
スタート：やんばるセンチュリーライド
 沖縄本島一周サイクリング

本部半島ファミリーサイクリング 受付開始～終了

スタート：チャレンジサイクリング

スタート：本部半島ファミリーサイクリング

ゴール：やんばるセンチュリーライド
 沖縄本島一周サイクリング（1日目）

ゴール：本部半島ファミリーサイクリング
 他ゴール

16:00～

18:00

名護市民会館
大会会場

名護市民会館
大会会場

7Sunday,
March

07:30～08:30

08:00

09:00

17:00

14:00

06:30～07:00 スタート：沖縄本島一周サイクリング（2日目）

06:00～07:00 沖縄本島一周サイクリング（2日目）受付開始～終了

チャレンジサイクリング 受付開始～終了06:30～07:30

最終走者ゴール想定時間

最終走者ゴール想定時間
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3． ツール・ド・おきなわの歩み

（１）目的

ＮＰＯ法人ツール・ド・おきなわ協会の目的は、

大会を通して自転車競技の発展と普及推進及

びサイクルスポーツの普及により、そのフィールド

である沖縄県の地域振興に寄与することです。

ツール・ド・おきなわ協会は、自然環境にやさ

しい乗り物「自転車」の普及を通して２１世紀

型の持続可能な経済活動・ライフスタイルを考

え、提案していきます。

（２）ツール・ド・おきなわ協会の概要

平成１２年１０月に沖縄県へ特定非営利活

動法人の申請書を提出し、翌平成１３年２月１６

日に認証を得て、その後法人化の手続きを済

ませ、沖縄県内で２３番目のＮＰＯ法人として活

動を開始しました。

基本的な活動は、ツール・ド・おきなわ大会

の開催に関わる企画・運営及び広報活動、ツー

ル・ド・おきなわを通した国際交流・協力事業

の推進、大会のコース選定等の調査業務を

行っています。又、毎月一回のサイクリングを

実施し、普及活動に努めています。
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4． ツール・ド・おきなわ2020大会報告
　バーチャルロードレース

バーチャルロードレース　Aクラス 100km

期　日 令和2年10月7日（水）～11月8日（日）

場　所 ZWIFT内イベントページ

種　目 Aクラス100㎞
（市民レース210㎞代替種目）

参加資格 ZWIFT登録者

参加方法 ZWIFT登録者がZWIFT内イベントページ
「Road TO OKINAWA」から申込

参加料金 無料 定員・表彰 なし

規　則 ZWIFTロードレース規則

バーチャルロードレース　Bクラス 75km

期　日 令和2年10月7日（水）～11月8日（日）

場　所 ZWIFT内イベントページ

種　目 Bクラス75km
（市民レース140㎞代替種目）

参加資格 ZWIFT登録者

参加方法 ZWIFT登録者がZWIFT内イベントページ
「Road TO OKINAWA」から申込

参加料金 無料 定員・表彰 なし

規　則 ZWIFTロードレース規則

バーチャルロードレース　Cクラス 50km

期　日 令和2年10月7日（水）～11月8日（日）

場　所 ZWIFT内イベントページ

種　目 Cクラス50km
（市民レース100㎞代替種目）

参加資格 ZWIFT登録者

参加方法 ZWIFT登録者がZWIFT内イベントページ
「Road TO OKINAWA」から申込

参加料金 無料 定員・表彰 なし

規　則 ZWIFTロードレース規則

バーチャルロードレース　Dクラス 25km

期　日 令和2年10月7日（水）～11月8日（日）

場　所 ZWIFT内イベントページ

種　目 Dクラス25km
（市民レース50㎞代替種目）

参加資格 ZWIFT登録者

参加方法 ZWIFT登録者がZWIFT内イベントページ
「Road TO OKINAWA」から申込

参加料金 無料 定員・表彰 なし

規　則 ZWIFTロードレース規則

バーチャルロードレース　Eクラス 25km

期　日 令和2年10月7日（水）～11月8日（日）

場　所 ZWIFT内イベントページ

種　目 Eクラス25km
（市民レディースレース50㎞代替種目）

参加資格 ZWIFT登録者

参加方法 ZWIFT登録者がZWIFT内イベントページ
「Road TO OKINAWA」から申込

参加料金 無料 定員・表彰 なし

規　則 ZWIFTロードレース規則
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【バーチャルロードレース】

【バーチャルサイクリング「ROUVY」】

事 業 概 要

事 業 概 要

参 加 人 数

参 加 人 数

事 業 期 間

事 業 期 間

インドアサイクリングアプリ Zwiftを活用し、仮想空間でワークアウト
シリーズ計５回（合同練習会）とバーチャルロードレース「Road to 
Okinawa」を実施。

「Road to Okinawa」の模様をYoutube 配信。大会開催地の名護
会場（北部会館）は現地中継会場（取材会場）として連動した形で
Youtube 配信。

インドアサイクリングアプリ「ROUVY」を活 用したバーチャル
サイクリング体 験 及び 映 像の情 報 発 信。「Tour de Okinawa 
Challenge」イベントの実施。
実際に本島北部のコースを撮影し、その映像を使ってのバーチャル
サイクリングを実施。

１０月  ７日　ワークアウトシリーズ第１回　８２４名
１０月１４日　ワークアウトシリーズ第２回　７３６名
１０月２１日　ワークアウトシリーズ第３回　７３５名
１０月２８日　ワークアウトシリーズ第４回　５４２名
１１月  ４日　ワークアウトシリーズ第５回　３４４名
         合計　３，１８１名
１１月  ８日　バーチャルロードレース    １，０８８名

約７，０００名（約９割が海外参加）

令和 2 年 10 月7日〜 11 月8日

令和３年２月２２日〜令和３年３月２1日

【バーチャルロードレース　参加者合計　４，２６９名】
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　やんばるRIDE
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【やんばるRIDE】
事 業 概 要

参 加 人 数

事 業 期 間

トレッキングアプリを活用してツール・ド・おきなわのコースを走破するオン
ラインライド。
GPS 連動アプリを用意し、参加コースを完走後記録データをアプロード
して実測タイム等を参考記録として大会 Web サイトにて公表。

３３名（県内２７名、県外６名）

令和３年１月５日〜令和３年２月１４日
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　サイクリング部門

やんばるセンチュリーライド

チャレンジサイクリング
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【サイクリング部門】
事 業 概 要

事 業 期 間

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、１１月開催のレース部門と関
連イベント（一輪車・三輪車）は開催中止。サイクリング部門は３月に
延期開催とし、種目削減及び規模縮小で実施。

本島一周サイクリングは感染症関連の緊急事態宣言を受け参加者が
少なかったため、やんばるセンチュリーライドへ種目変更を依頼し、実質
３種目開催。
3 月7日の種目は荒天のためスタート後に中止。

・やんばるセンチュリーライド        ４２名（実走３９/ 完走３１）
・チャレンジサイクリング　　　　  ８７名（実走７４/ 完走０）
・本部半島ファミリーサイクリング   ６９名（実走５５/ 完走０）

令和３年３月６日・７日

本部半島ファミリーサイクリング

参 加 人 数

参 加 人 数

（申込時）　２３３名（県内１８７名、県外４６名、海外０名）

（大会時）　１９８名
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ポスター

2021年3月6日　沖縄タイムス14面

プログラム 日本語版

サイクリング部門開催についてのチラシ

2021年3月8日　沖縄タイムス22面

2020年10月28日
沖縄タイムス14面

2020年11月9日
沖縄タイムス22面

2020年11月17日　沖縄タイムス20面

ツール・ド・おきなわ　ウェブサイト

5． 広報活動

2021年3月7日　沖縄タイムス30面
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ご協賛企業

大会へのご協賛ありがとうございました。



NPO法人ツール・ド・おきなわ協会
〒905-0009 沖縄県名護市宇茂佐の森五丁目２番地７（北部会館）　TEL ０９８０-５４-３１７４　FAX ０９８０-５４-３１６９

URL http://www.tour-de-okinawa.jp   E-mail info@tour-de-okinawa.jp


