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⼤会概要

1.⼤会名称 OITAサイクルフェス!!!2022

2.期⽇・会場

■バンクリーグ2022 ⼤分ステージ
2022年８⽉3⽇（⽔）17:00〜21:00
別府競輪場（400ｍバンク）
別府市⻲川東町1-36

■三菱地所おおいたいこいの道クリテリウム
2022年10⽉1⽇（⼟）12:40〜14:00
⼤分いこいの道周辺 特設コース（1周1.0km✕40周）
⼤分市⾦池南1丁⽬5番1号

■三菱地所おおいたアーバンクラシック
2022年10⽉2⽇（⽇）9:00〜13:20
⼤分スポーツ公園周辺 特設コース（1周11.6km✕13周）
⼤分市⼤字横尾1351

3.主催

OITAサイクルフェス実⾏委員会
⼀般社団法⼈おおいたスポーツマネジメント
⼤分市
※バンクリーグ 主催︓⼀般社団法⼈ジャパンサイクルリーグ

4.主管
公益財団法⼈⽇本⾃転⾞競技連盟
⼤分県⾃転⾞競技連盟
⼤分市⾃転⾞競技連盟

5.協⼒ ⼤分県警察本部・⼤分中央警察署・⼤分東警察署・⼤分市消防局
(⾦池・⼤道・明野・明治・松岡)校区⾃治委員連絡協議会

6.協賛

三菱地所株式会社/J:COM⼤分ケーブルテレコム株式会社/NTT⻄⽇本⼤分⽀店/Oita BMW/株式会社
コスモレンタル/サイクルショップコダマ/⽇本航空株式会社/富⼠⼭サイクルロードレース実⾏委員会/株式会社
豊後企画集団/レンブラントホテル⼤分/iRC TIRE/アドテック株式会社/いくつものかたち株式会社/株式会社
イトダネーム/INNO/イワオ事務機株式会社/株式会社ヴィプロス/株式会社⼤分銀⾏/河野電気株式会社/
株式会社佐伯コミュニケーションズ/３SEEDS株式会社/株式会社⼟屋⾞輛/東京海上⽇動⽕災保険株式
会社/⽇本⽣命保険相互株式会社/⽇本連合警備株式会社/株式会社パールイズミ/東九州ディーゼル株式
会社/平倉建設株式会社/ぶんぶん保育園/株式会社まるひで
【物品・サービス協賛】
NTT⻄⽇本 ⼤分⽀店（イマドコ＋サービス）
⽇本航空株式会社（航空券）
レンブラントホテル⼤分(宿泊券)
株式会社カーメイトINNOカンバニー（カーキャリアセット）
株式会社パールイズミ（チャンピオンジャージ）
Oita BMW（⾞両提供）

7.来場者数

■おおいたいこいの道クリテリウム 10⽉1⽇（⼟）15,738⼈
■おおいたアーバンクラシック 10⽉2⽇（⽇）11,854⼈

合計︓27,592⼈

「OITAサイクルフェス」では、2018年からUCI（国際⾃転⾞競技連合）公認の国際⼤会を開催してきたが、新型
コロナウイルス感染症の感染拡⼤の影響を受け、2020年は国内⼤会としての開催となった。
2021年はUCIの⽰す感染症対策に加え、⼤分市独⾃の感染症対策を講じ国際⼤会として開催したが海外選⼿
の参加はかなわず。2022年の今年、3年ぶりに海外チームを招聘して国際⼤会を開催することができた。
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出場チーム⼀覧

UCI Continental Team

参加チーム︓全1５チーム
※ 新型コロナウイルス感染症の感染拡⼤後、初めての海外チーム招聘。

海外チーム：２チーム

ARAプロレーシングサンシャインコースト（オーストラリア）/ 監督: Ben KERSTEN

National Team

⾹港ナショナルチーム（⾹港・中国）/ 監督: Long JIN

UCI Continental Team
国内チーム：１３チーム

宇都宮ブリッツェン（⽇本）/ 監督: 清⽔ 祐輔 キナンレーシングチーム（⽇本）/ 監督: 綾部 勇成

愛三⼯業レーシングチーム（⽇本）/ 監督: ⻄⾕ 泰治 マトリックスパワータグ（⽇本）/ 監督: 安原 昌弘
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出場チーム⼀覧

チームブリヂストンサイクリング（⽇本）/ 監督: 宮崎 景涼 チーム右京（⽇本）/ 監督: ⼤⻄ 恵太

Club Team

那須ブラーゼン（⽇本）/ 監督: 樋⼝ 峻明 シマノレーシング（⽇本）/ 監督: 今⻄ 尚志

ヴィクトワール広島（⽇本）/ 監督: 中⼭ 卓⼠

さいたまディレーブ（⽇本）/ 監督: 鈴⽊ 卓史 レバンテフジ静岡（⽇本）/ 監督: ⼆⼾ 康寛

VC福岡（⽇本）/ 監督: 早川 裕司 スパークルおおいたレーシングチーム（⽇本）/ 監督: ⿊枝 美樹

5



10.1 [sat] 三菱地所おおいたいこいの道クリテリウム ／ 概況

⼤分駅上野の森⼝にある⼤分いこいの道周辺に設置された街中の周回コース
[開催⽇時] 2022年10⽉1⽇（⼟）12:40〜14:00
[開催場所] ⼤分いこいの道周辺 1周1.0km✕40周＝40.0km

■レース結果 ／ 個⼈順位 （10位まで。最終結果はP58-59）

RANK NAME NO. TEAM TIME

1 沢⽥ 桂太郎 ５ スパークルおおいたレーシングチーム 54'26"

2 ⼩野寺 玲 44 宇都宮ブリッツェン 54'26"

3 ⼭本 哲央 81 チームブリヂストンサイクリング 54'27"

4 フランシスコ マンセボ 71 マトリックスパワータグ 54'27"

5 デクラン トレザイス 11 ARAプロレーシングサンシャイ
ンコースト 54'27"

6 阿部 嵩之 42 宇都宮ブリッツェン 54'27"

7 バトムンク マラルエルデン 141 レバンテフジ静岡 54'27"

8 増⽥ 成幸 41 宇都宮ブリッツェン 54'27"

9 佐藤 信哉 156 VC福岡 54'27"

10 重満 丈 114 シマノレーシング 54'27"
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10.1 [sat] 三菱地所おおいたいこいの道クリテリウム／ シーン①

佐藤市⻑挨拶

チームプレゼンテーション
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10.1 [sat] 三菱地所おおいたいこいの道クリテリウム／ シーン②

表彰式

表彰式 表彰式

フィニッシュ
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10.2 [sun] 三菱地所おおいたアーバンクラシック／ 概況

⼤分スポーツ公園周辺に設置された⾼低差のあるコース
[開催⽇時] 2022年10⽉2⽇（⽇）9:00〜13:20
[開催場所] ⼤分スポーツ公園周辺特設コース 1周11.6km✕13周＝150.8km

■レース結果 ／ 個⼈順位 （10位まで。最終結果はP60-61）

RANK NAME NO. TEAM TIME

1 宇賀 隆貴 92 チーム右京 3:29'50"

2 阿部 嵩之 42 宇都宮ブリッツェン 3:29'53"

3 ⼩出 樹 54 キナンレーシングチーム 3:29'58"

4 ホセ ビセンテ トリビオ 72 マトリックスパワータグ 3:30'20"

5 ⼩野寺 玲 44 宇都宮ブリッツェン 3:30'20"

6 フランシスコ マンセボ 71 マトリックスパワータグ 3:30'22"

7 デクラン トレザイス 26 ARAプロレーシングサンシャイ
ンコースト 3:30'25"

8 ライアン カバナ 121 ヴィクトワール広島 3:30'25"

9 カーター ベトルズ 52 ARAプロレーシングサンシャイ
ンコースト 3:30'25"

10 増⽥ 成幸 41 宇都宮ブリッツェン 3:30'30"
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10.2 [sun] 三菱地所おおいたアーバンクラシック／ シーン①

スターター: 佐藤市⻑（右） 礒崎⼤分県⾃転⾞連盟会⻑（左）
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10.2 [sun] 三菱地所おおいたアーバンクラシック／ シーン②

表彰式表彰式

フィニッシュ 表彰者
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10.2 [sun] OITA CYCLEFES ENDURO ２hours／ 概況

OITAサイクルフェス!!!2022で開催されるUCIレース（OITA URBAN CLASSIC）のコースを⼀部
使⽤する2時間耐久レース。表彰含む参加者への景品は、各プロチームよりご提供いただく。
[開催⽇時] 2022年10⽉2⽇（⽇）14:00〜16:00
[開催場所] ⼤分スポーツ公園周辺特設コース （4.0km/周）
[参加者数] 123名

■レース結果 ／ ソロ順位

RANK NAME NO. TEAM TIME

1 ⽊村 拓哉 126 チームGINRIN熊本 2:02:36"

2 岩切 弘輝 108 VC福岡エリート 2:02:39"

3 中村 将也 152 MiNERVA-asahi 2:02:41"

■レース結果 ／ チーム順位

RANK TEAM NO. NAME TIME

1 TEAM BIGBANG IMP 206 須藤 祐 ／ ⼿塚 友⼆郎 2:03:33"

2 VC福岡ユース 211 井上 悠喜 ／ 飯⼲ 智章 2:03:47"

3 津末レーシング 209 佐藤 功明 ／ 佐藤 優介 2:07:42"
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10.2 [sun] OITA CYCLEFES ENDURO ２hours／ シーン①

佐藤市⻑ ごあいさつ
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10.2 [sun] OITA CYCLEFES ENDURO ２hours／ シーン②

フィニッシュ

表彰式 ソロ表彰式 ソロ

表彰式 チーム表彰式 チーム
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パブリックビューイング／中継・配信①
コース周辺の観戦および、パブリックビューイングと中継・配信にて観戦

種別 会場
10⽉1⽇（⼟）

三菱地所おおいたいこいの道
クリテリウム

10⽉2⽇（⽇）
三菱地所

おおいたアーバンクラシック

パブリックビューイング
お部屋ラボ 祝祭の広場
⼤分市府内町
１丁⽬１１

11:00〜14:00
※「第2回⼤分市⽊育フェス」

同会場にて実施
8:50〜13:20

J:COM
⼤分ケーブルテレコム

J:COMホルトチャンネル
（地上デジタル12ch） 12:00〜14:00 8:50〜13:20

YouTube サイクルフェス公式チャンネル
JCL公式チャンネル 12:00~14:00 8:50~13:20

パブリックビューイング／お部屋ラボ 祝祭の広場

[開催⽇時] 2022年10⽉１⽇（⼟）11:00〜14:00
2022年10⽉２⽇（⽇） 8:50〜13:20

⼤分駅前の「お部屋ラボ 祝祭の広場」にて、パブリックビューイングを実施。「第２回⼤分市⽊育フェス」の同
会場にて実施した。当⽇は⽊育フェスに参加する家族、特に⼩学⽣以下の⼦供をつれた家族が⽬⽴ち、
⼦供たちへのPRにつながった。
レース前後には、インフォマーシャルや⼤分市観光PR動画に加え、JKAのCM動画も放映し、来場者や通⾏
者にPRした。

パブリックビューイングを⾒る親⼦⽊育フェスと同受付にて検温・⼿指消毒・⼈数管理

⽊育フェスの様⼦PR映像
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中継・配信

パブリックビューイング／中継・配信②

[ライブ配信⽇時] 2022年10⽉ 1⽇（⼟）12:00〜14:00
2022年10⽉ 2⽇（⽇） 8:50〜13:20

[再⽣回数]

地元⼤分の⽅向けにJ:COMチャンネル⼤分での⽣中継を⾏ったほか、広く多くの⽅々に視聴いただくた
めYouTubeでの⽣中継を⾏った。
YouTubeではライブ配信により多くの⼈がチャットに参加し、SNSを使った⽣配信ならではの盛り上がり
をみせた。
なお、サイクルフェス公式YouTubeチャンネル、JCL公式チャンネルではオンライン配信を含め、オンデマン
ド配信を実施。当⽇以降も再⽣回数は増え、多くの⼈に観戦いただいた。

サイクルフェス
公式チャンネル JCL公式チャンネル

クリテリウム 2,506回 13,285回

アーバンクラシック 4,286回 15,925回

合 計 6,792回 29,210回

※10⽉31⽇現在

会場に来ることができない⼈もリアルタイムで声援コメントを送っていただき、SNS上でも盛り上がりを⾒せた。

36,002回

合 計
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[声援コメント⼀部抜粋]

・ここは、適度にアップダウンがある
から⾛ってて楽しい

・ブリッチェン、ブラーゼン頑張って
〜︕︕

・素晴らしい環境だよね
・⾞で⾛ったことがある場所︕
・のぼり⼤変だよね、頑張れ
・この上りをこんなスピードでのぼれ
るなんてすごい・・・ 等



第１部 モビリティパレード

パレード⾛⾏①

[開催⽇時] 2022年10⽉１⽇（⼟）11:30〜12:00

[参加条件]
年齢︓⼩学⽣以下のこどもたち
参加者数︓53名
応募⽅法︓現地にて受付（先着順）
集合時間︓2022年10⽉1⽇（⼟）11時15分 ※当⽇集合
集合場所︓会場スタート＆フィニッシュエリア

[実施内容]
⽔素⾃動⾞「MIRAI」や⼤分市の超⼩型電気⾃動⾞「MiCH-ON(みちょん)」など次世代のモビリティが
勢揃いし、パレード⾛⾏を実施。グリーンスローモビリティには⼩学⽣以下の⼦供たちが乗⾞しパレードに参
加。20名の募集に対し、当⽇は53名が集まり好評だった。

[パレード⾛⾏⾞両]

[モビリティパレード図⾯]

TOYOTA水素自動車

MIRAI

大分市超小型電気自動車

「MiCH-ON（みちょん）」

グリーンスローモビリティ

「eCOM-10」３台
エネルギー循環型

bambus

モビリティパレード⾛⾏⾞両待機場所

STAFF

STAFF

※逆⾛の為
スタッフ配置

11:15モビリティパレード参加者集合待機列

①TOYOTA⽔素⾃動⾞MIRAI 待機
②⼤分市超⼩型電気⾃動⾞「MiCH-ON」
③エネルギー循環型「bambus」
④グリーンスローモビリティ（⻩：野津原）
⑤グリーンスローモビリティ（⻘：佐賀関）
⑥グリーンスローモビリティ（緑：⼤南）

② ③ ④ ⑤ ⑥
①
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パレード⾛⾏① / シーン
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⽚⼭右京さん

モビリティパレード⾛⾏⾞両

MIRAI⾛⾏

モビリティパレード⾛⾏

グリーンスローモビリティパレード⾛⾏ パレードに参加した⼦供にインタビュー（解説︓栗村⽒）

グリーンスローモビリティ⾛⾏中の佐藤市⻑と⼦供たち

集合写真



パレード⾛⾏②

第２部 市⺠⾃転⾞パレード

[開催⽇時] 2022年10⽉１⽇（⼟）12:00〜12:30

[参加条件]
参加者数︓60名
応募⽅法︓現地にて受付（先着順）
集合時間︓2022年10⽉1⽇（⼟）11時30分
集合場所︓パレード参加者待機場（⼤道北児童公園）

[実施内容]
市⺠とレースに出場するプロ選⼿たちがクリテリウムのコースを⼀緒に⾃転⾞で⾛る「市⺠⾃転⾞パレー
ド」を実施。参加者は⽇頃⾛ることができないコースを本番さながらのスタートで⾛ることができた。

[市⺠⾃転⾞パレード図⾯]

11:50 市⺠⾃転⾞パレード⼀般参加者
集合場所より移動開始

佐藤市⻑

パラアスリート

⼀般参加者 プロ選⼿

スパークルおおいた

STAFF

STAFF

⼀般参加者⼀時待機

BMW
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パレード⾛⾏② / シーン
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パレード実況（解説︓栗村⽒、MC︓⾚松⽒） 市⺠⾃転⾞パレード3分前

スタートを待つ佐藤市⻑

佐藤市⻑とパラサイクリングのお⼆⼈

市⺠⾃転⾞パレード⾛⾏①

市⺠⾃転⾞パレード⾛⾏②

市⺠と⾛るスパークル選⼿ 応援をする市⺠たち



出展ブースエリア・飲⾷エリア・サステナブースエリア・スパークルブースエリア

サイクルフェスHIROBA①

10⽉1⽇（⼟）⼤分いこいの道クリテリウム会場で「サイクルフェスHIROBA」を開催した。
芝⽣広場に飲⾷エリア、サステナブースエリア、出展ブースエリア、スパークルブースエリアを設け、⾃転⾞
に興味がある⼈だけでなく、こどもから⼤⼈まで楽しめるよう展開した。

⾃転⾞のペダルを漕げば漕ぐほどエネルギーがたまり
⾞が⾛る体験型のレースゲーム

10⽉1⽇（⼟）9︓00〜15︓00
参加者数 73名

当⽇は親⼦連れで⼩学校低学年以下の⼩さなお
⼦様も多く⾒られた。
親⼦で⼀緒に参加する⽅も多く、幅広い年齢層に
楽しんでいただけた。

エコチャージレース
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サイクルフェスHIROBA① / シーン
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飲⾷エリア① 飲⾷エリア②

飲⾷エリア③ スパークルブースエリア①

出展ブースエリア① 出展ブースエリア②

サステナブースエリア スパークルブースエリア②



サイクルフェスHIROBA②

10⽉1⽇（⼟）9︓30〜10︓00（受付︓9︓20）
参加者数 45名

総合案内で販売の公式プログラム購⼊者の特典としてピットウォークを開催。
選⼿と写真撮影をしたり、応援の⾔葉をかけたりと、参加者はおもいおもいの30分を楽しんでいた。
地元のファンが多く、特にスパークルおおいたレーシングチームに多くの⼈が集まった。

ピットウォーク

サイクルフェスHIROBA② / シーン
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サイクルフェスHIROBA③

【併催事業】 OITAサイクルフェス!!!2022 キッズ⾃転⾞スクール（都市交通対策課）

[開催⽇時] 2022年10⽉１⽇（⼟）10:00〜1時間程度

[参加条件]
参加者数︓12名
応募⽅法︓事前申込みフォームにて応募（先着順）
集合場所︓⼤分いこいの道芝⽣広場付近
参加者準備物︓
⾃転⾞、⾃転⾞⽤ヘルメット、運動靴、体調管理⾯で必要な
もの（タオル、飲み物など）
※⼤分市で⾃転⾞及びヘルメットの貸出は無

■⾃転⾞教室（プロスポーツふれあい促進事業）■
開催⽇時︓2022年9⽉27⽇（⽕）14:00〜15:00
実施校︓舞鶴⼩学校
対象者︓⼩学4年⽣ (30⼈）
内 容︓
・講座 ⾃転⾞の歴史

ルールマナー
安全講習ヘルメット等

・実技 場所の確定
⼈数が多ければ代表者と選⼿との交流
⾃転⾞の点検・整備
8の字
スラロームなど

出席者︓⿊枝美樹監督、⿊枝咲哉キャプテン、住吉 宏太

関連事業

[実施内容]
基本的な⾃転⾞乗⾞中のルール説明、⼀本橋やシーソーの体験⾛⾏を⾏った。

参加申込フォーム
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サイクルフェスHIROBA③ / シーン
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サイクルフェスHIROBA④

[開催⽇時] 2022年10⽉１⽇（⼟）11:00〜11:15

[実施内容]
「⾃転⾞が似合うまち おおいた」をテーマとした標語の各⼊選作品の表彰式を実施。
応募作品の中から、⼩学⽣の部、中学⽣の部、⾼校⽣の部、⼀般の部の各⼊選者と、昨年「⼤分
県⾃転⾞の安全で適正な利⽤の促進に関する条例」が施⾏されたことに伴い設けたヘルメット着⽤と
⾃転⾞保険に関する特別賞の⼊選者に表彰状と副賞が授与された。

＊⽴看板の⽂字は⼤分⾼等学校書道部によって書かれたもの

【併催事業】 標語コンクール 表彰式（都市交通対策課）

サイクルフェスHIROBA④ / シーン
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パレード⾛⾏

パラサイクリング

サイクルフェスHIROBA

⽯井雅史⽒

■北京パラリンピック
⾦メダリスト

⽥中祥隆⽒

■2022年ベルリンマラソン
16位

パラサイクリングより、パレード⾛⾏への参加とサイクルフェスHIROBAへブース出展していただいた。

[開催⽇時] 2022年10⽉１⽇（⼟）12:00〜12:30
[参加者数] 60名

[実施内容]
元競輪選⼿で障害者スポーツとしての⾃転⾞競技『パラサイクリング』
に取り組むようになられた、⽯井⽒、⽥中⽒のお⼆⼈にパレード⾛⾏
第２部の市⺠⾃転⾞パレードに参加いただいた。
佐藤市⻑とともに、先頭にて参加。⼀般参加の市⺠の⽅々や選⼿と
⼀緒に会場を盛り上げていただいた。

[開催⽇時] 2022年10⽉１⽇（⼟）9:00〜15:00
[実施内容]
サイクルフェスHIROBAの出展ブースエリアにパネル展⽰などで出展
いただいた。

■展⽰パネル
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(1)感染症対策チームの設置、帯同（医師を含む）
(2)OITAサイクルフェスホームページにおける関係者・参加者・観客に向けたガイドラインの周知
(3)関係者・参加者は、⼤会終了1週間後は各⾃の体調変化に留意し、発熱や体調不良等の症状が表れた

場合は、主催者に申告する。
(4) OITAサイクルフェスに参加する全チームの選⼿、監督、メカニック、マッサー、スタッフ、広報担当等および
OITAサイクルフェスで全レースの執務を⾏うコミッセールは、⼤会に参加するため、次のいずれかの条件を満た
すこととする。

①２回⽬以降直近のワクチン接種から7⽇経過〜9ヵ⽉以内
②コロナ感染によるPCR検査陽性判明後11⽇〜6ヵ⽉以内
③ ①②の条件に当てはまらない場合、⼤会参加前2⽇以内のPCR検査陰性証明
※加えて、⼤会当⽇の抗原検査の実施

(5)⼤会期間中、感染が疑われた者の隔離、医療機関受診、濃厚接触者の確認等プロセスの明確化
(6)⼤会期間中、感染が疑われた者が発⽣した場合に備え、開催地における医療機関や保健所と連携を図る
(7)⼤会会場における⼊退場動線作成及び検温を実施し、発熱者や体調不良者は⼊場禁⽌
(8)⼤会会場の各所に、⼿指消毒液及び感染防⽌対策注意喚起看板を配置
(9)⼤会会場や公共の場におけるウイルスや⾶沫が付着した可能性があるゴミ類（マスク、ティッシュペーパー、

紙類、ペットボトル等飲⾷に使⽤した容器や包装、カトラリー等）の持ち帰りを徹底
(10)フィジカル・ディスタンスに留意し、常時不織布マスクを着⽤する。※不織布マスクを推奨とする
(11)⼤会関係者に該当する⽅は、全員、⼤会本番朝に抗原検査を実施する
(12)上記、抗原検査にて陽性の場合、⼤会へのいかなる参加（⼤会会場への来場）も不可とする

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）対策①

新型コロナウイルス感染症拡⼤防⽌、リスク軽減のための対策について、
UCIのガイドライン等に基づく対策のほか、独⾃の対策を講じながら関係者
に共有し実施した。
⼀般参加者において、昨年までとは違い沿道での観戦を可能としたが、マス
ク着⽤、⼿指消毒、咳エチケット、会場内でのフィジカルディスタンスなど感染
対策を周知した。

感染対策事項

[感染症対策ドクター]

コロナ対策アドバイザー
⼤会本番対応医師（1名）

・対策マニュアル作成・監修
・調査報告、レポート
・⼤会中、選⼿の体調管理
・感染疑いが発⽣した際の初診と
対応指⽰等
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新型コロナウイルス感染症（COVID-19）対策②

⼤きな泡で包むように⼤会を運営し、選⼿や関係者の外部との接触を遮断するバブル⽅式を採⽤した。

①チームバブル︓チーム関係者
OITAサイクルフェスに参加する全チームの選⼿、監督、メカニック、マッサー、スタッフ、広報担当等
②コミッセールバブル︓コミッセール（審判）
OITAサイクルフェスで全レースの執務を⾏うコミッセール
③セミバブル︓
運営・設営スタッフ、ゲスト、市職員及び報道関係者

[①チームバブル]
・ ⼤会期間中、発熱・体調不良等の⾃覚症状がある者が発⽣した場合は、チーム監督を通じ、直ちにコロナ
対策チームの指⽰に従うこと。

・ ⼤会期間中は、可能な限り外部者との接触を避け、レース以外の不要不急の外出を⾃粛する
・ 選⼿はレース出⾛の数分前にマスクを外すことができる。また表彰式フォトセッション時もマスクを外すことを可と
する

・ レース補給地点へは決まった補給員のみ配置し、補給の際は⼿指消毒の上、対応する
・ 会場チームピット内は、基本的にチーム関係者以外の⽴ち⼊りは禁⽌
・ チーム広報で、複数チームの取材を予定している者は、事前に取材予定全チームから承諾を得ること

[②コミッセールバブル]
・ ⼤会期間中、発熱・体調不良等の⾃覚症状がある者が発⽣した場合は、直ちにコロナ対策チームの指⽰
に従い、抗原検査を受けること。

・ コミッセールカーやオフィシャルカーは、適宜換気を⾏い、使⽤前後に⾞内やハンドル等の⼿が触れる場所の
除菌、消毒を⾏う。また、私物や飲⾷物を⾞内に放置しない。

[③セミバブルの対策事項]
・ チームバブルおよびコミッセールバブルとの接触がある⽅は、セミバブルに属するものとし、⼤会関係者に該当す
る⽅は、⼤会本番当⽇に抗原検査を実施する。

・ ⼤会期間中、体調不良等の⾃覚症状がある場合、所属グループ代表者を通じ、直ちにコロナ対策チームの
指⽰に従うこと。

・ オフィシャルカーや関係⾞両は、適宜換気を⾏い、使⽤前後に⾞内やハンドル等の⼿が触れる場所の除菌、
消毒を⾏う。また、私物や飲⾷物を⾞内に放置しない。

バブル⽅式による感染対策

観客（観戦について）感染対策
レース中の選⼿が通過する際、声を出しての声援はなるべく控え、常に不織
布マスクを着⽤。
※不織布マスク推奨

レース参加者には当⽇受付にて抗原検査を実施。
陽性反応があった場合、レースには参加できない。その際は、スタッフの指⽰
に従う。

OITA CYCLEFES ENDURO ２hours感染対策

公式プログラム
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新型コロナウイルス感染症（COVID-19）対策③

会場図 ゾーニング
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新型コロナウイルス感染症（COVID-19）対策 シーン

■関係者⼊場⼝

■検温・消毒実施

■MEDIA 抗原検査実施

関係者⼊場⼝を１か所にして検温・消毒実施
また、当⽇に抗原検査を実施。

取材・メディアの新型コロナ対策
・⼤会取材を希望の際は、事前申請を⾏う
・⼤会取材には、⼤会本番当⽇に抗原検査を実施

（レース及びイベントオフィシャルカメラマン）
レースコース内およびチームピットへの進⼊可

【⼀般メディア:ADパスのみ】
チームピットゾーンへの⽴ち⼊り禁⽌とチームカーへの
同乗取材禁⽌。
レースコース進⼊不可

【オフィシャルメディア︓ビブス＋ADパス】
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⼤会運営施設①／三菱地所おおいたいこいの道クリテリウム

VIPエリア チームピット

START/FINISHゲート イレクターフェンス

警察・消防テント 運営本部

救護テント 競技本部
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⼤会運営施設②／三菱地所おおいたアーバンクラシック

VIPエリア チームピット

START/FINISHゲート チームピットエリア

運営本部テント 救護テント

競技本部テント 観客・メディア⽤の受付テント
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会場周辺配備（警備・交通規制）①

1⽇（⼟）は、⼤分いこいの道周辺道路を⼀定時間、進⼊禁⽌等交通規制を⾏った。レースコースに
かかる県道⼤分⾅杵線は、⾞線の⼀部を封鎖し、対⾯通⾏等の対応を取った。

⼤分いこいの道周辺

■交通規制看板設置図
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警備計画／三菱地所おおいたいこいの道クリテリウム

時間 中央交差点ホルト側 中央交差点⼤道側 駅南交差点 周辺アクセス道路

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼

ホルトホール側規制 ⼤道側規制 駅南側規制

東1地点 東2地点 ⻄1地点 ⻄2地点 警備

12:40 ※規制のまま待機 ※規制のまま待機 ※規制のまま待機 ※規制のまま待機 ※規制のまま待機 ※規制のまま待機

中央交差点進⼊禁⽌⽤
コーン設置

下り⾞線
信号全⾚

⾞⼀時停⽌処理

交差点内のドラム・コー
ン・
路⾯標⽰板を撤去

交差点内のドラム・
コーン・路⾯標⽰板を
撤去
※横断歩道上にコーン

庄の原佐野線への通⾏
は可
中央交差点への進⼊禁
⽌へ移⾏

13:15

右折レーンコーン封鎖 横断歩道⼿前コーンに
て進⼊禁⽌規制

※下り左折禁⽌維持
※上り右折禁⽌維持

右折レーンコーン撤去 横断歩道⼿前コーン撤
去

中央交差点進⼊コーン
撤去

進⼊規制解除 右折レーンコーン撤去
進⼊禁⽌解除

交通規制看板撤去

14:00 交通規制全解除

沿線規制看板撤去

作業終了

A交差点（シンボルロード⼊⼝・元町側 東側） A交差点（シンボルロード⼊⼝・⼤道側 ⻄側）

⼤道側下り⾞線規制元町側上り⾞線規制

※対⾯通⾏解除 上りは歩道側１⾞線 下りは中央側⾞線開通状態

レース終了

交差点内レース設置物撤去完了

交差点内コースフェンス撤去

コース内設置物全撤去

コース内全撤去完了確認

時間 中央交差点ホルト側 中央交差点⼤道側 駅南交差点 周辺アクセス道路

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼

ホルトホール側規制 ⼤道側規制 駅南側規制

警備
8:00

規制⾞進⼊ 待機
待機
警備による進⼊禁⽌と
⾞の追い出し

規制⾞両進⼊ 規制開始
※⼀般⾞進⼊禁⽌
横断歩道駅側にコーン
設置。警備誘導

規制開始
コース進⼊禁⽌
交差点閉鎖

規制開始
※⼀般⾞進⼊禁⽌
横断歩道駅側にコーン
設置。警備誘導

警備員により、進⼊規
制看板設置
※進⼊禁⽌規制
スタート

8:05

ドラム・⽮印板設置
横断歩道にコーン設置
進⼊禁⽌ ドラム・⽮印板設置

コース内設置物設営開
始

コース内設置物設営開
始

コース内設置物設営開
始 通常の進⼊規制

❹に向かって歩道側１
⾞線に
絞り込み

❸に向かって中央側１
⾞線に絞り込み

中央交差点から庄の原
佐野線に向けて施⼯ 通常の進⼊規制

退出路を確保しつつ
コーンやフェンスの設
営

❹交差点に向かいコー
ンを設置し、中央側⾞
線を封鎖

❷交差点過ぎまでコー
ン設置し右折禁⽌完了

❸交差点までコーン設
置し左折禁⽌完了

8:10

通常の進⼊規制 コース内完全設営

8:15 待機

下り⾞線
信号全⾚

⾞⼀時停⽌処理

通⾏⽮印を交差点内路
⾯に設置、⾞線変更設

営

交差点内にドラムコー
ン・路⾯標⽰板をを設
置し、⾞線変更（対⾯
通⾏）設営

8:20

8:30

進⼊禁⽌規制開始

コース内全⾞両クリア

クリテコースフェンス設置
作業終了

A交差点（シンボルロード⼊⼝・元町側 東側） A交差点（シンボルロード⼊⼝・⼤道側 ⻄側）

元町側上り⾞線規制 ⼤道側下り⾞線規制

⼀時待機    各所作業完了確認
※上り⾞線は歩道側１⾞線にした状態
※下り⾞線は中央側に絞った状態

※対⾯通⾏スタートへ作業再開

※対⾯通⾏スタート

35



交通規制／三菱地所おおいたいこいの道クリテリウム

●当⽇規制看板
看板設置数48枚

36

●⼈員規模及び配置計画抜粋
交通規制（ディレクター及びスタッフ︓10名）
警備員（隊⻑・副隊⻑・遊撃班⻑・駐⾞対策・隊員︓36名）



会場周辺配備（警備・交通規制）②

2⽇（⽇）は、⼤分スポーツ公園周辺の道路を⽚側交互通⾏、進⼊禁⽌などの交通規制を⾏った。
ホームページで詳細な地図を掲載するなど、交通規制による混乱を避けるため各種対策を講じた。
また、警察・警備員・施⼯業者と連携した。

⼤分スポーツ公園周辺

三菱地所　おおいたアーバンクラシック　交通規制開始手順 ディレクターごと担当ブロック

ア

ス

サ

ケ
キ

オ ウ シ

コ

ク

カ

イエ

交通規制　8:00～14:00
10kmロードレース（スタート 9:00、フィニッシュ 13:10頃）
 7:00～8:00

 8:00～9:00

 13:10頃
（最終周の通過確認後）
 13:30頃
 14:00以降

・一般通行に支障のない箇所の安全対策
　8:00より規制の為の準備
・規制の施工
　レースのコース路  施工

・レースのコース路  撤去
・規制解除の為の撤去
・規制解除の指示受けた後、最終撤去
・資材回収

レ　ー　ス

昭
和
電
工
ド
ー
ム
大
分

　　明野方面車線：通行止め封鎖（レース用車線）
公園通り方面車線：一方通行

スタート・
フィニッシュ

京が丘方面車線：通行止め封鎖（レース用車線）
　片島方面車線：対面通行

ロード（11.6km）　全体図 【規制時間　8:00〜14:00】
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警備計画／三菱地所おおいたアーバンクラシック
三菱地所　おおいたアーバンクラシック　交通規制解除手順

　　明野方面車線：通行止め封鎖（レース用車線）
公園通り方面車線：一方通行

スタート・フィニッシュ

　片島方面車線：通行止め封鎖（レース用車線）
京が丘方面車線：対面通行

交差点　信号機あり

交差点　信号機なし

A

B

C T
S

P

O

N

MJ

I

G

F

E
D

H

K L

R

Q

ロード（10km）　全体図

主要規制交差点段階解除ブロック

第１ブロック第１ブロック

第２ブロック第２ブロック

第３ブロック第３ブロック

第４ブロック第４ブロック

三菱地所　おおいたアーバンクラシック　交通規制解除手順

レース最終周回の最後尾車が I 交差点を通り過ぎたら、第１ブロックのコース内設置物を歩道上に移動させる。
警察、警備員と連携しつつ安全に作業する。コース内設置物の撤去が完了したらインカムにて報告、第１ブロック内の全ての交差点がクリアに
なった段階で第１ブロック規制解除。

レース最終周回の最後尾車が L交差点を通り過ぎたら、第２ブロックのコース内設置物を歩道上に移動させる。
警察、警備員と連携しつつ安全に作業する。コース内設置物の撤去が完了したらインカムにて報告、第２ブロック内の全ての交差点がクリアに
なった段階で第２ブロック規制解除。

レース最終周回の最後尾車がR交差点を通り過ぎたら、第３ブロックのコース内設置物を歩道上に移動させる。
警察、警備員と連携しつつ安全に作業する。コース内設置物の撤去が完了したらインカムにて報告、第３ブロック内の全ての交差点がクリアに
なった段階で第３ブロック規制解除。
ただし、R交差点から第４ブロックT交差点に向けては進入禁止とする。

レース最終周回の最後尾車がC交差点を通り過ぎたら、第４ブロックC交差点の路上設置物を歩道上に移動させる。
警察、警備員と連携しつつ安全に作業する。
D交差点、T交差点からC交差点への進入は規制したまま、S・T・D・の各交差点のコース内設置物を歩道へ撤去。
C交差点コース内設置物の撤去が完了したらインカムにて報告。大分南バイパスからD交差点への進入規制解除。
第４ブロック内の全ての交差点がクリアになった段階でT・Dの交差点で相互連絡をとり、最終規制解除を行う。

第１ブロック

第２ブロック

第３ブロック

第４ブロック
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交通規制／三菱地所おおいたアーバンクラシック
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●⼈員規模及び配置計画抜粋
交通規制（市職員・⾃治会・ディレクター・スタッフ・ボランティア︓101名）
警備員（隊⻑・副隊⻑・遊撃班⻑・駐⾞対策・隊員︓99名）



PR事業 「バンクリーグ2022 ⼤分ステージ」

[開催⽇時] 2022年8⽉3⽇（⾦）17:00〜21:00
[開催場所] 別府競輪場（400ｍバンク）

■競 技 バンクリーグのために考案された「3ポイントゲーム」

■コンテンツ ①バンクリーグ
②⾛⾏会など体験型サイクルイベント
③ピットウォーク
④競輪選⼿VSバンクリーグ選⼿チーム エキシビションレース

■参加チーム マトリックスパワータグ／ KINAN Racing Team ／ヴィクトワール広島／
VC福岡／Sparkle Oita Racing Team

■バンクリーグルール概要
※バンクリーグではロードレースのチーム戦の魅⼒を凝縮した、独⾃の「3ポイントゲーム」が⾏
われる。1チーム3〜4⼈が出⾛し、3点先取したチームが勝利となる2チーム対戦型のレー
ス形式。
５チームによる総当たり戦で、勝ち点と得失点差をもとに順位を決定した。

新たな取組として、OITAサイクルフェスの事前告知に加え、トラック競技や競輪も含めたサイクルスポーツ全
般のPRと新たなファンの獲得を⽬的に「バンクリーグ⼤分ステージ」を開催した。
OITAサイクルフェス!!!2022に参加する5チームが別府競輪場で熱戦を繰り広げ、地元スパークルおおいた
レーシングチームがみごとに優勝。本番に向けた⼤会の周知と機運の醸成が図られた。

■レース結果

試合 TEAM 得点 TEAM 得点

1 Sparkle Oita Racing Team 3 マトリックスパワータグ 0

2 VC福岡 3 ヴィクトワール広島 0
3 キナンレーシングチーム 3 マトリックスパワータグ 2
4 Sparkle Oita Racing Team 3 ヴィクトワール広島 1
5 キナンレーシングチーム 3 VC福岡 1
6 マトリックスパワータグ 1 ヴィクトワール広島 3

7 Sparkle Oita Racing Team 3 キナンレーシングチーム 0

8 VC福岡 3 マトリックスパワータグ 0

9 キナンレーシングチーム 3 ヴィクトワール広島 1

10 Sparkle Oita Racing Team 3 VC福岡 1

◎対戦表

[優勝] Sparkle Oita Racing Team （勝ち数 4）
[準優勝] キナンレーシングチーム（勝ち数 3）
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PR事業 「バンクリーグ2022 ⼤分ステージ」 ／ シーン①

⼊場受付 バンク⾛⾏体験

佐藤市⻑挨拶ピットウォーク

競輪場バンク内でブース展⽰

レース実況中継でのPRタイム（MC:⾚松⽒）

バンク内へのバナー掲⽰

多くの来場者でにぎわう会場
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PR事業 「バンクリーグ2022 ⼤分ステージ」 ／ シーン②

選⼿⼊場 レース前の選⼿

レース様⼦ ラスト1週

表彰式

サイクルフェスPRブース
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広報活動実施項⽬

9⽉29⽇
（⽊）

10時台「アサデス。７」内

18時台「じもっと︕OITA」内

9⽉30⽇
（⾦）

11時台「天気予報」後

22時台「報道ステーション」内

新聞・雑誌・オンラインニュース

TV
■OAB（スポットCM）

■TOS（スポットCM）

9⽉29⽇
（⽊）

10時台「トスキータイム」内

15時台「ザ︕世界仰天ニュース」内

25時台「浜ちゃんが︕」内

9⽉30⽇
（⾦）

11時台「国分太⼀の気ままにさん」内

19時台「坂上どうぶつ王国」内

24時台「全⼒︕脱⼒タイムズ」内

■J:COMチャンネル（スポットCM）

9⽉24⽇
（⼟）

記事下広告 5段1／2
タテ188mm×ヨコ168mm

10⽉1⽇
（⼟）

記事下広告 5段1／2
タテ188mm×ヨコ168mm

■⼤分合同新聞

9⽉25⽇発売 10⽉号

■⽉刊シティ情報おおいた

商店街 デジタルサイネージ

■セントポルタ
中央町

SNS／インフォマーシャル

＜概要＞ 学⽣が「サイクルフェスナビゲーター」として、サイ
クルフェス関連の場所や⼈物を訪ねて取材するミニ番組。
＜展開＞ 9⽉16⽇より週2回程度更新
＜公開メディア＞公式ホームページ・⼤分ケーブルテレビ・
YouTube・Facebook・Instagram・TwitterなどSNS

■インフォマーシャル ■SNS

インフォマーシャルをはじめ、OITAサイクルフェスや
サイクルロードレースの情報を随時発信。

■OBS（スポットCM）

10⽉1⽇
（⼟） 12:00〜14:30 特別番組 ⽣中継

10⽉2⽇
（⽇） 8:30〜14:00 特別番組 ⽣中継

9⽉18⽇
（⽇）〜

友チャリ〜J:COMpresents OITAサイ
クルフェス!!!2022
9/18 11:00
9/23 11:00
9/30 11:00
10/16 9:30

■オンラインニュース

9⽉6⽇
（⽕） 朝⽇新聞DIGITAL 10⽉1⽇

（⼟） YAHOO︕ニュース、TBS NEWS DIG

10⽉3⽇
（⽉） YAHOO︕ニュース、TOSオンライン 10⽉4⽇

（⽕） 朝⽇新聞DIGITAL、ｄmenuニュース

・放映期間︓9/21(⽔)16:00〜10/1(⼟)12:00 ・放映時間︓午前7時30分から午後9時30分
・放映回数︓1⽇150回前後 ・放映台数︓18台以上 ・放映素材︓15秒CM

10⽉1⽇
（⼟）

5時台「まるっと︕サンデー」内

18時台「オールスターズ感謝祭ʻ22秋」内

10⽉2⽇
（⽇）

6時台「JNNニュース」後

10時台「所さんの学校では教えてくれない」内

・放映期間︓9/24(⼟)8:00〜9/30(⼟)22:00 ・放映時間︓午前8時00分から午後10時00分
・放映回数︓1⽇40回前後 ・放映台数︓15台 ・放映素材︓15秒CM

■ガレリア⽵町
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広報詳細①

TV-CM

新聞

⼤分 ⺠放3社すべてでスポットCMを放送。開催の案内と同時に、コース沿線での観戦、⽣中継を周知
した。
■スポットCM

■9⽉24⽇(⼟)
広告 タテ168mm×ヨコ188mm

■10⽉1⽇（⼟）
広告 タテ168mm×ヨコ188mm
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広報詳細②

新聞記事掲載

■⼤分合同新聞
9⽉26⽇(⽉) 記事

■⼤分合同新聞
9⽉30⽇(⾦) 記事

■毎⽇新聞 ▼10⽉1⽇(⼟) 記事
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広報詳細③

新聞記事掲載

■⼤分合同新聞
10⽉2⽇(⽇) 記事

■⼤分合同新聞
10⽉3⽇(⽉) 記事

46

■読売新聞
10⽉2⽇(⽇) 記事



広報詳細④

デジタル新聞・雑誌・オンラインニュース

■朝⽇新聞DIGITAL ▼10⽉4⽇(⽕)

■⽉刊シティ情報おおいた 10⽉号（9⽉25⽇発売）
▼「TOPICS」ページ

■朝⽇新聞DIGITAL ▼9⽉6⽇(⽕)

■Yahoo!

"
#
$
%

🈮
10
⽉
3
⽇(

⽕)

■Yahoo!

"
#
$
%

🈮
10
⽉
1
⽇(

⼟)
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広報詳細⑤

商店街 デジタルサイネージ

通⾏量1万⼈/⽇（※）の商店街で20台のディスプレイで1⽇を通じセントポルタ中央町で約150回放映
とガレリア⽵町で約40回放映し開催を周知した。

●放映⽇︓2022年9⽉21⽇（⽔）〜1０⽉1⽇（⼟）11⽇間
●放映時間︓ 7:30〜21:30
※通⾏量︓1⽇平均 13,261⼈ （令和3年度⼤分市中⼼部における通⾏量調査報告書より）

●放映⽇︓2022年9⽉24⽇（⼟）〜9⽉30⽇（⾦）7⽇間
●放映時間︓ 8:00〜22:00

⼤分空港 ジャック

⼤分航空ターミナル様にご協⼒いただき、サイクルフェス開催に伴い、県外から訪れるターゲットに⼤分空港
のターミナルビル２Fをジャックし、パネル展⽰やモニター、デジタルサイネージでPRを⾏った。
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広報詳細⑥

インフォマーシャル

コロナ禍で、今年は⼤会をより⾝近に感じてもらうため、「サイクルフェスナビゲーター」より舞台裏を紹介。
PR番組7本と協賛企業コーナー、トータル8本を公開しました。

YouTubeチャンネル合計視聴回数︓1480回（11⽉初旬時点）
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SNS／Facebook、インスタグラム、Twitter

■Twitter

広報詳細⑦

通常発信 協賛企業コーナー

Facebook いいね︕85件／リーチ940⼈ いいね︕181件

Instagram いいね︕30件 いいね︕355件

Twitter いいね︕30件 いいね︕157件

■Instagram■Facebook
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⼤会制作ツール①

⼤会チラシ

テクニカルガイド

■ポスター︓1,000部
関係者、地域住⺠の⽅へ配布し開催
を周知した。

■チラシ（表）

■テクニカルガイド︓250部
選⼿、チーム関係者、⼤会関係者⽤

■公式プログラム︓1,000部
選⼿、⼤会関係者、⼀般者⽤

公式プログラム⼤会ポスター

■チラシ（裏）

■住⺠配布チラシ︓3,000部
地域住⺠の⽅へ配布し開催を周知した。

■当⽇配布チラシ︓5,000部
来場者へ配布した。

■チラシ（表）

■チラシ（裏）
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⼤会制作ツール②

⼤会関係者⽤ADパス

⼤会関係者ユニフォーム
■ポロシャツ（運営主要スタッフ）

■Tシャツ（アルバイトスタッフ）

※ドクターは､別途「医師」の腕章も着⽤。
看護師と差別化。

■ポロシャツ（Commissaire）

■ポロシャツ（Medical）
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⼤会制作ツール③

看板類
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スタートフィニッシュ看板

協賛企業 規制のお知らせ 協賛企業

ゴール前



企業協賛

■オフィシャルホームページへの
社名およびリンクバナーの掲載

■協賛企業
応援メッセージインフォマーシャル／SNS協賛企業コーナー

■TV-CM、SNS動画での社名表記

■会場施設広告バナー

本⼤会の事業拡⼤を⽬的に、⺠間企業の広告協賛を募った。協賛企画として、会場施設での広告バ
ナー掲出、オフィシャルホームページへの社名およびリンクバナー掲載、マスメディアおよびケーブルTV、イン
ターネット配信の際の協賛社表記を⾏った。また、協賛企業を取材しインフォマーシャルに交え編集し、紹
介を⾏った。

■表彰・副賞（協賛品）
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那須ブラーゼン／⽵⽥市合宿

チーム合宿①

■チーム 那須ブラーゼン（6名）
■期間 2022年9⽉27⽇（⽕）〜28⽇（⽔）
■宿舎 ⻑湯温泉紅葉館
■内容 ⽵⽥市表敬訪問、ロードトレーニングなど

OITAサイクルフェスの開催効果を広域的に波及させるため、由布市、⽵⽥市の協⼒をいただき、参加チーム
の合宿を実施し、地域の魅⼒を全国に発信するとともに、⾃転⾞競技の普及促進などを図っている。
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那須ブラーゼン／由布市合宿

チーム合宿②

■チーム 那須ブラーゼン（6名）
■期間 2022年9⽉28⽇（⽔）〜30⽇（⾦）
■宿舎 なか屋
■内容 由布市表敬訪問、ロードトレーニングなど
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リザルト

10.1 [sat] 三菱地所おおいたいこいの道クリテリウム

優勝

沢⽥ 桂太郎
（スパークルおおいた

レーシングチーム）

10.2 [sun] 三菱地所おおいたアーバンクラシック

優勝

宇賀 隆貴
（チーム右京)
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リザルト⼀覧 ／ 10.1 [sat] 三菱地所おおいたいこいの道クリテリウム
【競技結果】 40周回（1㎞/周）
■Start Time:12:40:00 ■出⾛︓75名 ■完⾛︓48名 ■優勝者︓沢⽥ 桂太郎（スパークルおおいたレーシングチーム）
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リザルト⼀覧 ／ 10.1 [sat] 三菱地所おおいたいこいの道クリテリウム

差し替え
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リザルト⼀覧 ／ 10.2 [sun] 三菱地所おおいたアーバンクラシック
【競技結果】 13周回（11.6㎞/周）
■Start Time: 9:00:00 ■出⾛︓82名 ■完⾛︓36名 ■優勝者︓宇賀 隆貴（チーム右京)
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リザルト⼀覧 ／ 10.2 [sun] 三菱地所おおいたアーバンクラシック

[BEST ASIAN RIDER／アジア最優秀選⼿賞]

[BEST U23 RIDER／U23最優秀選⼿賞]
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経済波及効果の推計

62

経済波及効果の推計結果

「OITAサイクルフェス!!!2022」開催における発⽣需要額は、来場者及び競技関係者の消費⽀出額
約2億32百万円、開催経費約82百万円と合わせて総額約3億14百万円と試算した。
この発⽣需要額をもとに「OITAサイクルフェス!!!2022」開催に伴う経済波及効果を「平成27年⼤分県産
業連関表（41部⾨表）」を⽤いて推計した結果は以下の通りとなった。
県内需要額にあたる直接効果は約2億55百万円、第⼀次間接波及効果は約74百万円、第⼆次間接波
及効果は約30百万円となり、これらを合計した総合効果は約3億60百万円と推計した。

直接効果 第⼀次間接
波及効果

第⼆次間接
波及効果 総合効果

313,710 255,370 74,118 30,239 359,727

発⽣需要額

経済波及効果

（単位︓千円）



OITAサイクルフェス!!!2022 ⼤会実施報告書

2022年12⽉
OITAサイクルフェス実⾏委員会 ・ ⼀般社団法⼈おおいたスポーツマネジメント ・ ⼤分市


