静岡県伊豆半島・東部地域
サイクルイベント関連カレンダー

令和元年６月28日
第１版

東京オリンピック・パラリンピック自転車競技
伊豆半島・東部地域首長協議会

６月～８月
中央イベント・県イベント
●6/27-30 第88回全日本自転車競技選手権大会ロード・レース <会場：小山町>
●6/27-30 第23回全日本選手権個人タイム・トライアル・ロード・レース大会
●6/27-30 2019日本パラサイクリング選手権・ロード大会
●7/21 READY STEADY TOKYO－自転車競技(ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ) <会場：小山町ほか>
●7/22 富士山チャレンジライド2019in御殿場・裾野
●8/25 パラリンピック１年前イベント
自転車関連イベント
●6/27・7/17,18・8/1 伊豆半島峠攻略ライド [美伊豆]
●6/30 富士山１周サイクリング <会場：御殿場市ほか>
●7/22 道路を安全にシェアする自転車交通安全教室 [沼津市]
●7/26 ウィーラースクールin清水町 [清水町]
その他（競技体験会・海外チーム合宿・イベントでのPR 等）
●6/27・7/25・8/29 パラリンピック競技体験会 [伊豆市]
●6/27,28 全日本ロード選手権市町小学生観戦ツアー [御殿場市・裾野市・小山町]
●6/28 東京五輪音頭練習会 [伊豆市]
●6/28-7/17 スイス水泳チーム世界水泳事前合宿 [富士市]
●7/1,12 市内小学校東京五輪音頭練習会 [三島市]
●7/1-R2/3/31 三島駅北口・南口広場、三島大通り地区フラッグ装飾 [三島市]
●7/4,5 東京五輪音頭練習会 [小山町]
●7/6
大会１年前スクラムイベント [富士市]
●7/22 インバウンド受入対策研修 [三島市]
●7/24 路線バス音声広告開始 [伊豆市]
●7/27 スマートフェンシング体験会 [沼津市]
●7/29 東京五輪音頭練習会 [三島市]
●8/3
フェンシング体験会 [沼津市]
●8/3
富士山御神火まつりで東京五輪音頭披露 [富士宮市]
●8/3
すその夏まつり [裾野市]
●8/4
初島・熱海間団体競泳大会 [熱海市]
●8/4
2019富士山ｻﾏｰｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ連携で１年前イベント [御殿場市]
●8/15-17 三嶋大祭り（ブース出展） [三島市]
●8/22 Susonoエコマルシェ [裾野市]
●8/24-9/4 スペイン空手ナショナルチーム事前合宿 [富士宮市]
●8/25,30 スペイン合宿市民歓迎会 [富士宮市]
●8/25-27 ラトビア陸上協会事前合宿視察受入 [富士市]
●8/26-9/5 イタリア国強化合宿・イタリア空手チーム合宿見学会 [御殿場市]
●8/27-29 富士宮バル [富士宮市]
●8/31 スペインフェア [富士宮市]
●8/未定-R2/9/未定 市役所内特設ブース設置 [伊東市]

９月～11月
中央イベント・県イベント
●10/6 READY STEADY TOKYO－自転車競技(ﾏｳﾝﾃﾝﾊﾞｲｸ)
●10/下旬 パラサイクリング県大会

<会場：伊豆市>

自転車関連イベント
●9/7 富士チャレンジ2019 [小山町]
●9/11・10/3,22,24・11/12 伊豆半島峠攻略ガイド [美伊豆]
●9/28,29 伊豆半島グラベルサイクリング [E-Spo]
●9/28,29 ライド＆ライド伊豆狩野川 [ﾗｲﾄﾞ&ﾗｲﾄﾞ伊豆狩野川実行委]
●9/29 自転車イベント・ランバイク体験 [長泉町]
●9/11,21 クロスバイク体験サイクリング [沼津市]
●9/未定-1/未定 バイシクルピットスタンプラリー [狩野川周辺ｻｲｸﾙ事業推進協]
●10/5 FUJI-ZONCOLANヒルクライムin小山町2019 [小山町]
●10/9,12 ゆる～りサイクリング [沼津市]
●10/13 エンジョイスポーツデー [富士市]
●10/19 伊豆スカイライン国際ヒルクライム [伊豆ｽｶｲﾗｲﾝ国際ﾋﾙｸﾗｲﾑ実行委]
●10/26,27 伊豆半島１周サイクリング [美伊豆]
●10/27 ゆうすいｸﾘﾃﾘｳﾑ大会・ﾗﾝﾆﾝｸﾞﾊﾞｲｸ大会・ｳｨｰﾗｰｽｸｰﾙ [清水町]
●11/10 河津町フラワートライアスロン [河津町]
その他（競技体験会・海外チーム合宿・イベントでのPR 等）
●9/1
スペインチーム市民合同練習会 [富士宮市]
●9/7
すその阿波おどり大会 [裾野市]
●9/8
KARATE1プレミアリーグ観戦ツアー [御殿場市]
●9/12 市内小学校オリンピック・パラリンピック特別授業 [富士宮市]
●9/17 市内小学校義足教室 [三島市]
●9/23-28 アメリカ男子バレーボールチーム強化合宿 [三島市]
●9/26 パラリンピック競技体験会 [伊豆市]
●9/下旬 市内小学校ホストタウン出前授業 [三島市]
●10/5-11/3 すそのおんぱく [裾野市]
●10/5 岩崎恭子・ミズノスイムチーム水泳教室 [富士市]
●10/6 岩崎恭子CUP静岡招待スプリント水泳大会 [富士市]
●10/6 御殿場市スポーツ祭 [御殿場市]
●10/上旬 スマートフェンシング体験会 [沼津市]
●10/13 町民スポーツフェスティバル [長泉町]
●10/30,31 あすチャレ！Academy [伊豆市]
●11/3-5 富士宮まつりで東京五輪音頭披露 [富士宮市]
●11/9 市民レクスポ祭ボッチャ体験会 [富士宮市]
●11/9,10 日本社会人選手権水泳競技大会 [富士市]
●11/17 スポーツ健康長寿フェスタ（仮）ボッチャ体験 [函南町]
●11/25-12/2 モンゴル国柔道ナショナルチーム強化合宿 [伊豆の国市]

12月～
中央イベント・県イベント
●4/11-12 READY STEADY TOKYO－自転車競技(トラック)
●6/24-26 オリンピック聖火リレー県内通過

<会場：伊豆市>

自転車関連イベント
●1/未定 スーパーママチャリグランプリ [小山町]
●2/未定 MTB体験教室 [沼津市]
●2/29・3/1 宿泊型モニターサイクリング [沼津市]
その他（競技体験会・海外チーム合宿・イベントでのPR 等）
●12/1 伊豆の国市長杯少年柔道錬成大会 [伊豆の国市]
●12/16 市内中学校オリンピック・パラリンピック特別授業 [富士宮市]
●1/6
修善寺駅周辺Wi-Fi開通 [伊豆市]
●1/12 裾野市成人式・裾野市新成人者祝賀駅伝大会 [裾野市]
●1/未定 オリンピック・パラリンピック200日前イベント [小山町]
●2/1
日本パラリンピアンズ協会長による講演会 [伊豆市]
●2/未定 伊豆の国市駅伝大会・ボッチャ体験・パラアスリート講演会 [伊豆の国市]
●3/6-8 東京2020パラリンピック競技大会水泳日本代表選考戦 [富士市]
●7/11-30 スイス水泳チーム事前合宿 [富士市]

★通年行事等
●東京五輪音頭CD・DVD貸出 [熱海/三島/富士宮/伊東/御殿場/下田/裾野/伊豆/伊豆の国/函南]
●インバウンドおもてなし事業費補助金交付事業 [三島市]
●伊豆市版東京2020大会ガイドブック配付 [伊豆市]
●伊豆市版東京2020大会PRビデオ配信・配付 [伊豆市]
●修善寺駅・市役所におけるデジタルサイネージによる大会PR [伊豆市]
●市内各所にのぼり旗・ミニのぼり旗の掲出 [伊豆市]
●市所有バスへの大会ラッピング [伊豆市]
●高校タイアップ巨大モザイクアート展示・高校タイアップのぼり旗掲示 [伊東市]

東京2020オリンピック・パラリンピック
●7/25,26,29 オリンピック自転車競技（ロードレース） <会場：小山町ほか>
●7/27,28
オリンピック自転車競技（マウンテンバイク） <会場：伊豆市>
●8/3-9
オリンピック自転車競技（トラック） <会場：伊豆市>
●8/26-29
パラリンピック自転車競技（トラック） <会場：伊豆市>
●9/1-4
パラリンピック自転車競技（ロードレース） <会場：小山町>

