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須須須高高高原原原原原りりりりりんんんんどどどううう湖湖湖フフファァァミミミリリリーーーー牧牧牧牧牧牧場場場場場場場場場

大自然と動物に癒される

道の駅の人気グルメ

湖のほとりで牧場体験

焙煎焙煎焙煎焙煎焙煎焙煎焙煎焙煎焙煎焙煎焙焙煎焙煎焙煎焙煎ししたしたしたしたしたしたしたしたしたしたししたし そばそばそばそばそばそばそばそばそばそばそばそばばばばば粉の粉の粉の粉の粉の粉の粉の粉の粉の粉の粉の粉の粉粉の粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉 風味風味風味風味風味風味風味風味風味風味風味風味風味味味味味味風味とバとバとバとバとバとバとバとバとバとバとバとババとバとバとバとバとバニラニラニラニラニラニラニラニラニラニラニラニラニラニラニニニニニニ の甘の甘の甘の甘の甘の甘の甘の甘の甘の甘の甘の甘甘甘甘甘甘
さがさがさがさがさがさがさがさがさがさがさがさがさがさがががさ ぎっぎっぎっぎっぎっぎっぎっぎっっぎっぎっぎっっっしりしりしりしりしりしりしりしりしりしりしりしりりしりしりしりつまつまつまつまつまつまつまつまつまつまつまつまつまままつままったったったったったったったったったったったったっったったたソフソフソフソフソフソフソフソフフソフソフソフソフソフソフソフソフソフフフソフソソソ トクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクククトククトクトトトクリーリーリーリーーリーリーーリーーリーリーーリーーーームムムムムムムムムムムムムムムムム
ですですですですですですですですですですですですですですですすすすででで 。敷。敷。敷。敷。敷。敷敷。敷。敷。敷。敷敷。敷敷敷。敷敷敷地内地内地内地内地内地内地内地内地内地内地内内地内地内にはにはにはにはににはにはにはにはにはにはにははににはに 直径直径直径直径直径直径直径直径直径直径直径直径直径直直直直直直 1212112121212111212mとmとmとmとmとmとmとmとmmとmとmとmとmとmとととmmmmmmmmmmm 直径直径直径直径直径直径直径直径直径直径直径直直直直直径
5.5.555.5.5.555.5.5.5.55555555556m6m6m6m6m6m6m6m6m6m6m6m6m6m6m6m6mの親の親の親の親の親の親の親の親の親のの親のの親の親の親の親の親のの親子二子二子二子二子二子二子二子子子二子二子子子二子二子二子子子二子子子二子二子二子子子二二子子子子子子子子子子子子 連水連水連水連水連水連水連水連水連水連水連水連水連水連水連水連連水連連水連連連水連連水車が車が車が車が車が車が車が車が車が車が車が車が車が車が車が車がが車が車車車車車 静か静か静か静か静か静か静か静か静かか静か静か静か静か静か静かかな音な音な音な音な音な音音な音な音な音な音な音な音な音ななな音音音音音音音音ををををををををををををををををを
たてたてたてたてたてたてたてたてたてたてたたてたてたてたてたてたてたててててたた て、て、ててて、て、て、て、てててて、て、てててててて、て 訪れ訪れ訪れ訪れ訪れ訪れ訪れ訪れれ訪れ訪れれれれ訪れれれたおたおたおたおたおたおたおたおたおたたおたおたおたおたおたたたた 客様客様客様客様客様客様客様客様客様客様客様客様客様客様客様客様客様客様客客客客客 を迎を迎を迎を迎を迎を迎を迎を迎をを迎を迎を迎を迎を迎を迎を迎迎を迎ををを迎えてえてえてえてえてえてえてえてえてえてえてえてえてええてえてえててえてえててえてくれくれくれくれくれくれくれくれくれくれれれれれれ
ますますますますますますますますますますますますすまますすすす。。。。。。。。。。。。

東京東京東京ドードードードーーーム約ム約ム約ム 101010個分個分個分の広の広の広大な大なな大なな敷地敷地敷地敷地地に、に、に、
6060606060600頭0頭0頭頭以上以上以上以上以上の動の動の動の動の動物た物た物たちがちがちがが暮ら暮ら暮ら暮ららす動す動す動す動す動す 物園物園物園。。。
雄大雄大雄大雄大雄 な高な高な高な高な 原の原の原の原のの景色景色景色景色景色に包に包に包に包包に包まれまれまれまれながながながながながながら、ら、らら ヒツヒツヒヒツツツ
ジやジやジやジやカピカピカピカ バラバララバララといといといといといいったったったったた人気人気人人気人気人気人 の動の動のの動物た物た物た物 ちとちとちとち
のんのんのんのんの びりびりびりびり触れ触れ触れ触れれ合う合う合う合う合ううことことこことことことこ がでがでがでがでできまきまきます。す。す。広々広々広々
としとしとししたドたドたドたドッグッグッグッグッ ランランランランも完も完も完も完備さ備さ備さ備さ備されてれてれているいるいるのでのでのでの 、、
大自大大自大自自然の然の然ののの中で中で中で中で愛犬愛犬愛犬愛犬とのとののとの優雅優雅優雅なおなおなおな 散歩散歩散歩歩タタタタ
イムイムイムムを楽を楽を楽を楽しんしんしんしんでみでみでみでみましましまましま ょうょうょう。（。（。（冬期冬期冬期はワははワはワワンン
ちゃちゃちゃちゃん入ん入ん入ん入入国不国不国不国不国 可）可）可可

りんりんんどうどうど 湖湖の湖の湖の湖の周周囲周囲周囲に広に広に広がるがるがるがる自然自然自然然豊か豊か豊か豊か豊 なレなレなレレ
ジャジャジャー施ー施ー施設設。設。設。設 エサエサエサエ やりやりやり体験体験体験やちやちやちや びっびっびっびっびっび こ乗こ乗こ乗こ乗こ乗
馬な馬な馬ななど動ど動ど動ど 物物た物た物た物 ちとちとちとち 楽し楽し楽しく触く触く触れ合れ合れ合えるえるえるる牧場牧場牧場牧場牧場牧場牧場
や、や、やや、「ジ「ジジジッッップップップッ ライライラインKンKンKAKAKAKKUKUKU」を」を」をはじはじはじはじめとめとめととと
するするするアトアトアトアア ララクラクラククララ ショショション、ン、ン、グラグラグランピンピンピピングンングンングン 施設施設施設施設
があがあがあがあありり、り、り、り 夏に夏に夏に夏には湖は湖は湖湖畔で畔で畔で畔 花火花火花火花火大会大大会大会大会会も連も連も連も連日日日日
開催開催開催催催されされされされされますますまますす。ほ。ほ。ほほかにかにかにか も季も季も季も季節ご節節ご節ご節節節 とのとののととのイベイベイベイベイ
ントンントトトやシやシややシショーョーーーが目が目が目が目目白押白押白押白押しでしでしでしでし す。す。すす。

那須町
栃木県の一番北に位置する那須町
は、観光と農林業のまち。皇室の方
が静養する御用邸があり、避暑地とし
ても有名です。那須連山の主峰・茶
臼岳がそびえたち、その山麓地帯に
は歴史ある那須温泉郷や親子で楽し
めるテーマパークなどが点在していま
す。気軽に行けるリゾート地で心も体
もリフレッシュしましょう。

道
みちのえき  と う さ ん ど う い お う の の「 そ ば そ ふ と 」

の駅東山道伊王野の「そばソフト」

9:9:9:9:30～30～～～33 ～17:17:17:7:00（000（00（季節に季節に季節によより変よりより変よ 動動り変り変動あ動ありありり））））
冬期冬期冬冬期冬期休園あ休園あ園あ園園あ休休 りりりり 020202802020287-87877-8 76-76-6 31131111111
那須郡須郡須郡那須郡那須町那須町須町町須町那那那 高久丙高高久丙高久丙高久丙久丙久丙久丙丙41414414414444-2　-2
大人人160606001600円、0円、0円、0円、3歳3歳以歳以歳以歳以上上以以上小学上小小学小小学学小学学上小 生80生8000円、0円、0円、00円0円0円0円0円0円円、

3歳未満無料無料
JR宇都宮線線「那須「那須塩原」塩原」原」原」」かかからからららららからから

シャトルバスで約35分5分

平日平日平日平日10:10:00～00～ 16:16:00、00、、土日祝土日祝土日祝9:09:09:00～ 10～ 10～ 17:07:07:0000000
（時期（時期（時期期時期によりによりにより変動あ変動あ変動あり）り）り）
水曜水曜水曜曜曜（春休（春休春（春春 み・Gみ・Gみ・GW・夏W・夏W・夏休み期休み期休み期休 間除く間除く間除く。。

祝日の祝日祝日の祝日祝 の場合は場合は場合合は営業）営業営業）、冬季、冬季冬季冬 休園あ休園休園ありりりり
02020202020287-8787-8787 77-77-77-1111111110000 那須那那須郡那須郡那須郡那須町町大島町大島町大島大島島1041042-12-1
中学中学中学学学生以上生以上生以上生生 2402402400円、0円、0円 3歳～3歳～歳歳歳～小学小小学生小学生小学生小学 1001000円0円
東北東北東北自動車自動自動車動車車道「那道「那那道「那道「那須IC須IC須IC」から」からからからら」 約約3約30約30分分

8:8:8:8:8:8:8 330～30～30～30～30～30～30～0～30～30～3030～30～330～30～30～33333 17:17:17:17:17:17:1717:1717 00（00（00（00（00（00（00（00（00（00（00（00（00（0（0（施設に施設に施設に施設に施設に施設に施設に施設に施設に施設に施設に施設に施設施設設施設に施設に施設設施 より異より異より異より異より異より異より異より異より異異より異異異より異より異より異よ 異異異なる）なる）なる）なる）なる）なる）なる）なる）なる）なるななななる）なる）るなる）るなる）なななる）なる 　
1月1月1月1月1月1月月1月1月1月11月月月月月月月月月月月月月月1月1～31～ 31～1～1～31～ 3～31～ 31～ 31～ 31～11～11～1～31111111～1111～111 日　日　日日　日日　日　日日日日日日日日日日日日日日
0202020202020202020202200200000000020000000000000000000000000 87-87-887-87-87-8787-87-87-87-87-87-7878 75-75-75-75-75-75-7575-75-7575-75-75-55-5-55 0650650650650650606506506060606506506506065066 333333333333
那須郡那須郡那須郡那須郡那須郡那須郡那須郡那須郡那須郡那須郡那須郡那那須那須那須郡那那須那那那那那那那須那那須那須那那那那那那須郡那須那 那須町那須町那須町那須町那須町那須町那須町那須那須町那須町須町須町須町那須町那須町那須町須須須那須町須町須須町須須須須那須須須須須町大字伊大字伊字伊大字伊大字伊大字伊大字伊大字伊字大字伊大字伊字伊大字伊大字伊大字伊大字字 王野4王野4王野王野4王野4王野4王野4王野4野野野4王野4王野4王野4野王野王野4野野 59595959595959595959595959959955
東北東北東北東北東北東北東北東北東北東北北東北東東北北東北東北北自動車自動車自動車自動車自動車自動車自動車自動車自動車自動車自動車自動車自動車動車動車自動車自動車動車車動自動車自 道「那道「那道「那道「那道「那道「那道道「那道「那道「那道「那道「那道「那道「那道「那道「那道「那道「那道道 須IC須IC須IC須IC須IC須IC須IC須IC須IC須IC須I須IC須IC須IC須須ICCCCCCC」から」から」から」から」から」から」から」から」から」から」から」からか」からから」から」か」かかか」」かから」」から」」」から」」かから約20約20約20約20約20約20約2約20約20約20約20約20約2020約20約20約20約20222202202200分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分
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須須須須須ススステテテンンンドドドグググラララスススススス美美美術術術術術館館館館館

石石石
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ののの美美美美美術術術術館館館館 SSSSTTTOOOONNNEEEEEE PPPPPLLAAAZZZAAA

道道道道道
みちのえみちのえみちのえみちのええき なすき なすきなすきなすきな こうげんこうげんこううげんこうこう ゆうあいゆうあいゆうあいいのもののもいのもりのもりのもりもり

のののの駅駅駅駅 那那那那那須須須須高高高高原原原原友友友友友友原原原友友友友友友友愛愛愛愛愛愛ののののの森森森
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須須須須須温温温温泉泉泉泉郷郷郷

気分はまるでイギリス貴族

石と光と水が調和する癒しの空間

那須の魅力がてんこもり

情緒あふれる湯治のまち

英国英国英国英国英国の石の石の石の石造り造り造り造 の館の館の館・マ・マ・マナーナーナーハウハウハウスをスをスをスをモチモチモチモチモチーーフー にモチモチモチーフに
したしたしたたた建物建物建物の中の中の中の中に、に、に、に 181818000000年代年代年代中心中心中心のアのアのアアンンテンテンテテンティー
クスクスクスクステテンテンテンテ ドグドグドグラスラスラススが配が配が配がが 置さ置さ置されてれてれていまいまいます。す。すす。なかなかかななな で
も、も、も、も、セセンセセンセント・トト・ト ラフラフフラファエァエァエァエァ ル礼ル礼ル礼拝堂拝堂拝堂の壁の壁の壁壁一面一面一面面のののス
テンテンテンドグドグドグドグドグラスラスラスラスは息は息は息は をのをのをののを む美む美む美むむ しさしさしさ。ア。ア。アアロマロマロマロマの香のの香香の り
が漂が漂が漂い、い、い、、パイパイパイパイプオプオプオプオルガルガルガルガンやンややンやン オルオルオルオルゴーゴーゴールのルのルの音音音色音音
も聞も聞も聞聞こえこええこえる非る非る非る非日常日常日常日常空間空間空間空 に心に心にに心が和が和が和和みまみまみまみまままみ す。す。すす。す

奥州奥州奥州街道街道街道道道の宿の宿の宿の宿場町場町場町場町であであったったた芦野芦野に1に1に10000年程年程年程年 前にに前に造ら造造ら造造
れたれたれたれれ 石蔵石蔵蔵石蔵石 を、を、を、地元地元地元石材石材石材石 会社会社会 と建と建建建築家築家家家・隈・隈・隈研吾吾吾研研吾氏が氏がが再再再再
生生し生し生した美た美た美美術館術館術館術館館。新。。新新旧の旧の旧の組積組積組積組 造が造が造が調和調和し、、石の石石の石の魅力魅力魅力魅力力ががががが
堪能堪能能能できできできる空る空る空間が間が間が間が広が広が広が広がりまりまりまままります。す。す。す。特に特に特特 水盤水盤水盤盤盤に架に架に架架けらけらけらけ れたれたれたれた
石橋石 かからからからら眺め眺め眺め眺める、る、るる、様々様々様々様々に構に構に構築さ築さ築されたれたれた石積石積石積積石 みのみのみのみの意匠意匠意匠匠意匠意匠と、と、と、と、
水、水、光がががが光 織り織り織り織織 なすなすなすす美し美し美し美 さがさがさが印象印象印象的で的で的です。す。す。

那須那須那須那須那須須高原高原高原高原の入の入の入の入の 口に口に口に口にに位置位置位置位置位置するするするする、那、那、那那那那那那那那那須の須の須の須のの須 観光観光観光観光観光光光観観観
＆ア＆ア＆ア＆ア＆ ートーートートの発の発の発の発の 信拠信拠信拠信拠拠点点。点。点。広大広大広大広大な敷な敷なな敷な敷地内地内内内地内地内地 に 、地内地内内内内内にはにはにはにはに 、、
採れ採れ採れ採れれたてたてたてたて野菜野菜野菜野菜や軽や軽や軽や軽軽食（食（食（食（（すいすいすいすいとんとんとんとんなどなどなどな ）を）を）ををををを販販販販販ををを販販販販販
売す売す売す売する「る「る「る「る ふれふれふれふれふれあいあいあいあいの郷の郷の郷の郷の 直売直売直売直売所」所」所」所」や、や、や、や、那那那須那須那須須須
和牛和牛和牛和牛和 といといといといったったったった地元地元地元地元地 食材食材食材食材を用を用を用を用用いるいるいるいるるレスレスレスレストラトラトトトラトランンンンンンンン
「な「な「な「な「なすとすとすとすとすとらんらんらんらんらん」な」な」なな」などがどがどがどがど ありありありありますますますますす。ま。ま。ま。また、た、た、た 「工「工「工「工「工「「工
芸館芸館芸館芸館館」で」で」で」では県は県は県は県の伝の伝の伝の伝統工統工統工統統 芸品芸品芸品芸品品・那・那那・那須の須の須の須の篠工篠工篠工工工工
芸の芸の芸の芸の体験体験体験体験教教室教室室も開も開も開開催さ催さ催されてれてれ いまいまいまいます。す。す。す

県内県内県内最古最古最古最 の温の温の温泉「泉「泉「泉 鹿の鹿の鹿の湯」湯」湯 の源の源の源泉泉泉泉泉泉泉
発見発見発見後、後、後、次々次々次 と々温と温と温温温泉が泉が泉がが泉泉 発見発見見発発 されされされ、、
現在現在現在那須那須那須須温泉温泉温泉温 郷に郷に郷に郷に郷に郷 は八は八は八八つのつのつのつの源泉源泉源泉泉
ががあがあがあがが りまりまりまります。す。すす。これこれこれれれれを那を那を那を 須八須八須八八湯（湯（湯（湯 那那那那
須・須・須・須・大丸大丸大丸丸・弁・弁・弁弁天・天・天・北・北・北・北 三斗三斗斗三 小屋小屋小屋・・
八幡八幡八幡八幡八 ・高高・高・高・高雄・雄・雄・新那新那新那那那須）須）須須）須）といといといい、い、そそそ
れぞれぞれぞれぞぞれ効れ効れ効れ効能・能・能能・能 泉質泉質泉質質が異が異が異が なるなるなるな ためためため、、、
湯めぐぐりぐりぐりが楽が楽楽しめしめしめしめますますますす。。。

那須町

10:00:00～ 1777～ :00:00:00:0（入場（入場（入場入場入 は16は16は16:30:30:30まで)まで)まで)　 月曜月曜月曜（祝日（祝日（祝日の場合の場合の場合は翌日は翌日は翌日）））
0287-74-02222888 那須郡那須郡那須郡須郡那須町那須町那須町町須 大字芦大大大字芦大 野277野2717-17717-5555
大人800円、小・中学中学中学生30生30生300000円0円0円0円 JR東JR東RR東北本線北本線北本線「黒田「黒田「黒田原」か原」か原」からら

関東バス乗車 「芦野仲町」下車 徒歩約5分関東バス乗車、「芦野仲町」下車、徒歩約5分関東バス乗車 「芦野仲町」下車 徒歩約5分

9:9:9 30～30～30～ 16:16:6 30　30　30 無休無休無休（（臨時（臨時休館あ休館あり）り） 0202020 87-87-87-76-76-76-71171711111 那須郡那須郡那須郡那須郡那須町那須町那須那須町那須 大字高大字高字大字高久丙1久丙1久丙17907900
大人大人人大大大 1301301300円、0円、0円、中学生中学生中学生800800800円、小円、小学生5学生500円00円0円、幼児、幼児幼児幼児児児、 無料　無無料　無料無料
東北東北自東北自東北自東東 動車道動車道動車道「那須「那須「那須IC」IC」IC」から約から約から約10分10分10分

施設施設施設によりによりによりよよ 異なる異なる異異なる異異 　　 020202202887-87-87-87-8 78-78-78-78-02302302020233　333
那須那須那須須郡那須郡那須郡那須那 町大字町大字町大字町大 高久乙高久乙高久乙乙乙59359359593593-8　-8　-8　-8-
東北東北東北自動車自動車自動車車道「那道「那道「那那須IC須IC須IC須 」から」かからからからら約5分約5分約5分5分約55

施設施設施設設によりによりによりよによ 異なる異なる異なるなる　　 02020287-87-87-7-76-76-676-2612612619（那9（那9（那9（那（9（那須須須須須須町観須町観須町観須町観須町 光協会光協会光協会光協会）））） 町湯本町湯本町湯町湯本町湯湯本那須那須那須那須那須那須那 郡那須郡那須郡那須郡那郡那須郡那郡那須郡那須郡 町町町町
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ンルンルンルンルンルンルンルンルンルルンルンルンルンンンルンンルルルを問を問を問を問を問を問を問を問を問を問を問を問を問を問を問を問を問を問問問ををを わなわなわなわなわなわわなわなわなわなわなわわわわ い「い「い「い「い「いい「い「い「い「いい「いいいいい 演技演技演技演技演技演技演技演技演演技演技演技演演技演技演演技演演技技演演技演 発表発表発表発表発表発表発表発表発表発表発表発表発表発表発表発表発表発表発発発発発 部門部門部門部門部部門部門部門部門部門部門部門部部門部門部門部門部門部門部門部部 」の」の」の」の」のの」の」ののの」の」の」の」のののの」のののののののの2222222222
種目種目種目種目種目種目種目種目種目種目種目種目種目種目種目種目種種種種種種種種種 が開が開が開が開が開が開がが開がががががが開が開がが開が開が開が開が開開がが 催さ催さ催さ催さ催さ催さ催さ催さ催さ催さ催さ催さ催さ催ささささささささささ催さささささ催さささささ催 れまれまれれまれまれまれまれまれれまれまれまれまれまれれれれまれまれれれまれまれまれまれれれれ す。す。す。す。す。すす。す。す。す。す。すす。す。すす。

【デ【デ【デ【デ【デ【デデデデデ【デ【デデデデ【デデ【デ【デ【デデ【デ【デ【デ【デデデモンモンモンモンモンモモモンモンモンモンモンモンモンモンモモンモンモンストストストストストストストストストストストストストトストスススストレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレレーーレレレ ショショショショショショショショショショショショシショショションスンスンスンスンスンンスンスンスンスンスンスンンスンンンンスンンスン ポーポーポーポーポーポーポーポポーポーポーポーポーポーポーポーポーーポポポポポポポポポ ツ】ツ】ツ】ツ】ツ】ツ】ツ】ツ】ツ】ツ】ツ】】ツ】】】】】】】ツ】 
エアロビック

9月11日（日）

開催時間 101010110101010101000110101100:00:00:00:00:0:0000:0000000000:000000～12～12～12～12～12～12～12～1～12～12122:30:30:30:30:30:30:30:30:30:303030303000
開催場所 那須那須那須那須那須那須那須那須那須那須那須那須那須那須那須那須那須那須須須那須須那須須那須那那須那那那 町スポ町スポ町スポ町スポ町スポ町スポ町スポ町スポ町スポ町スポ町スポ町スポ町ス町スポスポポ町ススス ーツセーツセーツセーツセーツセーツセーツセーツセーツセーツセーツセーツーツセーツセーツセーツセーツセツセーツセセンターンターンターンタータンターンターンターンターンターンターンターンタンタンターンターンターター
東北自東北自東北自東北自東北自東北自東北自東北自東北自東北自東北自東北自東北自東北自東北自北北東北自東北自東北自東東北自自東北自東北自東北自自東東東東東 動車道動車道動車道動車道動車道動車道動車道動車道動車道動車道動車道動車車動車道動車道動動動動車動動動動車動動動動車動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動 「那須「那須「那須「那須「那須「那須「那須那須「那須「那須那須那須那須「那須那須那須那須「那須那那那 IC」IC」C」CC」IC」IC」C」IC」C」C」CIC」」C」CCC から約から約から約から約から約から約から約から約から約ら約約から約から約約から約約から 15分15分15分15分15分15分5分15分15分分15分515分分

020202020202020202020202020202020202020222022000 878787-87-87-87-87-7787-87-887-87-87-878787878777 74-74-74-74-74-7474-74-7474-74-74777474-4 56756756756756756756776777775675676777778（い8（い8（い8（い8（い8（い8（8（い8（い8（い8（い8（い8（い（い8（8（8（い8 ちご一ちご一ちご一ちご一ちご一ちご一ちご一ちご一ちごちご一ちごちご一ちご一ちご一ちご一ちごちごちごちちちち 会とち会とち会とち会とち会とち会とち会とち会とち会とち会とち会とち会とち会とち会とち会とち会とちち会と ぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎ
国体那国体那国体那国体那国体那体那国体那国体那国体那国体国体那国体那体那体那国体那須町実須町実須町実須町実須町実実須町実須町実須町実須町実須町実須町実須町実須町実町町須町実須町実町実須 行委員行委員行委員行委員行委員委行委員行委員行委員行委員行委員行委員行委員行委員行委員行委員委員会事務会事務会事務会事務会事務会事務会事務会事務会事務会事務会事務事務会事務務会事務会事務会事務会事務会事務事務会事務会 務局）局）局）局）局）局）局）局）局）局）局局局局）

【正【正【正【正【正【正【正【正【正【正【正正【正【正【正【正【【正正正正【正式競式競式競式競式競式競式競式競式競式競式競式競式競式式競式式競競技】技】技】技】技】技】技】技】技】技】技】技】技】技】】技】技】技】 
自転車競技（ロードレース）

いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいちちちちちちちちちちちちちちちちちちちごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごご一一一一一一一会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会ととととととととととととととととととととととととととととととちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎ国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国体体体体体体体体体体体体体体体体体体
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10月9日（日）
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