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 茨城県は 2022 年 3月 24 日（木）、オンラインイベント「全国のサイクリングコース 2022 最新

トレンドーつくば霞ヶ浦りんりんロード大解剖！！ー」を Zoom で開催いたします。 

 

 近年、全国的にスポーツ自転車（ロードバイク等）の保有台数が増加しており、本県において

も、つくば霞ヶ浦りんりんロードの利用者数は年々増加傾向にあります。コロナ禍でも三密になり

にくいことから、心身の健康維持のために自転車を始めた方も多いのではないでしょうか？ 

 

 「自転車活用推進法」に基づき、2019 年には、「日本を代表し、世界に誇りうるサイクリングル

ート」を指定する「ナショナルサイクルルート」制度が創設され、つくば霞ヶ浦りんりんロード

（茨城県）、ビワイチ（滋賀県）、しまなみ海道サイクルルート（広島県、愛媛県）が第１次指定

を受けました。また、2021 年 5 月には、トカプチ４００（北海道）、太平洋岸自転車道（千葉県、

神奈川県、静岡県、愛知県、三重県、和歌山県）、富山湾岸サイクリングコース（富山県）が第２

次指定されるなど、全国各地で、その土地の景色や文化を楽しめるサイクリングコースの整備も進

んでいます。 

 

 当日は、ゲストに、自転車 YouTuber でいばらきサイクリングナビゲーターの篠さん、サイクリ

ングプランナー（04 年アテネ五輪日本代表）の田代恭崇さん、輪の国びわ湖推進協議会会長の藤本

芳一さん、YouTuber の愛あむさん、MCに八重洲出版の迫田 賢一さんを迎え、それぞれのおすすめ

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)への対応にご尽力いただいている医療機関の皆様、 

および関係者の皆さまに心より感謝と敬意を申し上げます。 

茨城県といたしましても、事態の早期終息に向けて，今後も全力で感染拡大防止対策を進めてまいります。 

NEWS 

Release 

先取り！2022 年注目の全国のサイクリングコース最新トレンド 

サイクリストらゲストに、オンライン開催 
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コースやスポット、”これだけは伝えたい”という魅力を存分に語っていただきます。 

 

 本イベントは、サイクリング初心者から上級者の方はもちろん、これからサイクリングを始めて

みたいという方にも、全国各地のサイクリングコースの最新事情を知ることができる絶好の機会と

なっています。全国各地のサイクリングコースはもちろん、つくば霞ヶ浦りんりんロードを知り尽

くしたサイクリストによる紹介では、思わぬ発見もあるかも！？ぜひオンラインイベントにご参加

いただき、ご視聴ください。 

 
■取材についてのご案内（報道機関向け） 

取材を希望される場合は、３月 22 日（火）までに「取材申込書」のご提出をお願いします。 

・後日メールアドレスにイベント URL を送付いたします。 

・イベントページからの申し込みは不要です。 

・出演者へのインタビューが可能です。（イベント終了後 21：00～21：30 に出演陣と事務局の

みの別枠でお繋ぎします。） 

・当日はスポーツ推進課（県庁 12F）での同席視聴も可能です。 

・動画のキャプチャー画面等ご希望がありましたら対応いたします。 

 

■開催概要 

タイトル 
全国のサイクリングコース 2022 最新トレンド 

−つくば霞ヶ浦りんりんロード大解剖！！− 

開催日時 2022 年 3月 24 日（木）19:30〜21:00 

開催場所 オンライン開催 ZOOM 

日程 

・ 

内容 

【タイムテーブル】 

１９：３０～２０：１５ 全国各地のサイクリングコースの最新情報 

・今、全国各地のサイクリングコースがどのような広がりを見せているのか。 

現在の人気のコース、2022 年注目のサイクリングコースなどを紹介。 

・それぞれのゲストが、今年おすすめのサイクリングコースを紹介。 

 

２０：１５～２０：４５ つくば霞ヶ浦りんりんロード大解剖 

・全国各地のサイクリングコースと比べて、つくば霞ヶ浦りんりんロードは何が

魅力なのか？ 

・つくば霞ヶ浦りんりんロードを知り尽くしたサイクリストによる、つくば霞ヶ

浦りんりんロードの解説。 

 

２０：４５～２１：００ 質問コーナー 
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イベント 

参加費用 

【参加費】無料 

※先着 50名様限定ギフト付き 

 

【ギフト内容】 

・茨城のクラフトビール 

常陸野ネストビール だいだいエール 330ml／木内酒造 

・茨城のおつまみ 

「れんこんちっぷ」／れんこん三兄弟（宮本農園） 

「焼き鯖のアヒージョ」もしくは「焼きいわしのアヒージョ」／高木商店 

 

【ギフト付きチケット申込締切】2022 年 3 月 17 日（木）19:00 まで 

※ギフトのお届けは、3月 21 日〜23 日頃を予定しております。 

※3 月 17 日以降も視聴参加のお申し込みは受付けております。 

 

参加方法 
Peatix イベントページ 

https://ibaraki-20220324.peatix.com 

イベント 

出演者 

＜つくば霞ヶ浦りんりんロード lover＞ 

自転車 YouTuber 篠さん 

 
ヒルクライムにハマって仕事を変え山の近くに住み着いた女性サイクリスト。 

アマチュアヒルクライムに出場のほか、グランフォンドのライドスタイルを好

む。SNS＆YouTube で自転車の楽しさを発信中。 

また、いばらきサイクリングナビゲーターとして、つくば霞ヶ浦りんりんロード

以外にも茨城県内の林道や峠道などのヒルクライムコースも積極的に開拓してい

る。 

2021 年戦績：Mt.富士ヒルクライム 2021 年代別優勝、磐梯吾妻スカイラインヒ

ルクライム総合優勝 

▼Youtube チャンネル「Shino-山は性癖です-」：

https://www.youtube.com/channel/UC28MD_W9WmDCoetAcFCGpBg 

 

＜しまなみ海道 lover＞ 

サイクリングプランナー（04 年アテネ五輪日本代表） 田代恭崇さん 
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2004 アテネオリンピックロードレースプレーヤー／リンケージサイクリング株

式会社代表／一般社団法人サイクリングガイド協会理事／公益財団法人日本自転

車競技連盟ロードコーチ／静岡県サイクルスポーツ聖地創造会議委員 

リンケージサイクリング株式会社（神奈川県藤沢市）を営み、湘南江の島を中心

にサイクリングツアーで年間 1,000 人を超えるお客様をガイドする。また、サイ

クリングガイドの養成、自転車交通安全教育、サイクリングコース制作、サイク

ルツーリズム事業の監修、大規模サイクリングイベントアドバイザー安全管理を

務めるなど、全国で様々なサイクリング事業を手掛ける。 

 

＜ビワイチ lover＞ 

輪の国びわ湖推進協議会会長 藤本芳一さん 

 
びわ湖一周サイクリングの推進や、自転車マップづくりを通じて、自転車の良さ

を多くの人に伝え、自転車のファンと適正な利用者を増やしていくための活動を

行っている。これまでに日本全都道府県と海外 50 ヵ国を自転車で走る。 

共著に『サイクルツーリズムの進め方 自転車でつくる豊かな地域』（学芸出版

社）、『ちずたび びわ湖一周自転車 BOOK』『ちずたび 京都と出会う自転車

BOOK 市内版』『ちずたび 京都を走る自転車 BOOK ロングライド版』（西日

本出版社）等。 

 

＜日本全国 lover＞ 

YouTuber 愛あむさん 



＜主催＞ 
茨城県 県民生活環境部 スポーツ推進課 サイクリングＧ（担当：伊澤・中山） 

TEL: 029-301-2735 FAX: 029-301-2847 
＜事務局＞ 

ディレクター 藤田愛（ふじためぐみ） 
Mobile：080-4406-1310 Mail：fujimeg613@gmail.com 

 
YouTube チャンネル「あむちゃん！」でサイクリングや自転車旅などの動画を配

信する動画クリエイター。ロードバイク歴３年。愛車は LOOK795&765。e-sports 

BIKE プロチーム「ANGEL」メンバー。 

▼Youtube チャンネル「あむちゃん！」：

https://www.youtube.com/user/amubijintokei/ 

 

＜MC＞ 

株式会社八重洲出版 迫田 賢一さん 

 
株式会社八重洲出版 シックスホイール事業部 部長・大阪支社長。 

自転車メディア「Cycle Sports」(月刊誌、ムック、web、サイクルイベント他)

を統括。 

 ・1994 年入社以来、サイクルスポーツを担当し、全国各地のサイクリングコー

スを取材、イベント、fam ツアー等で訪問。サイクルスポーツ Web や、サイクル

イベント「名古屋サイクルトレンド(現在の「名古屋サイクルスポーツデイ

ズ」」、地方自治体とのコラボによる 「ニッポンのじてんしゃ旅」ガイドシリ

ーズ等を立ち上げる。また、自治体のサイクルツーリズムに向けたサイクルルー

トの造成、サイクルマップの作成等も手がけている。 
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誠にお手数ではございますが、太枠内をご記入の上、 
3 月 22 日（火）までにお送りくださいますようお願いいたします。 

 

取 材 申 込 書 
茨城県県民生活環境部スポーツ推進課 サイクリンググループ 行き 

（FAX：029-301-2847） 
 

申込日   令和  年  月  日 

御紙誌名／番組名  

御社名／御部署名  

取材代表者名  

取材者人数  

TEL／FAX ■TEL ■FAX 

携帯／mail ■携帯 ■mail 

 
□…チェックを入れてください 

取材方法 □オンラインイベントへの参加（名前・顔出しは出演陣のみ） 
・後日メールアドレスにイベント URL を送付いたします。 
・イベントページからの申し込みは不要です。 
 

□イベント後インタビュー（21：00～21：30） 
・イベント終了後に出演陣と事務局のみの別枠でお繋ぎします。 
 

□スポーツ推進課（県庁 12F）での同席視聴 

その他 ・動画のキャプチャー画面等ご希望がありましたら対応いたします。 
 

 


