
開催概要

平成２１年８月４日

主催：NPO法人三宅島スポーツ振興会

三 宅 村

支援：東 京 都



この概要については、関係者との調整中の内容を一部含んでおり、開催時刻
等に変更がある場合があります。
また、当日の天候状況等により内容が変更する場合もあります。
詳細は、随時、ホームページ（http://challenge-miyakejima.com）に掲

載します。
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開催日

主 催

支 援

大会役員

平成２１年１０月２４日（土）～２５日（日）※２３日（金）はリハーサルと試乗会

三宅村／特定非営利活動法人三宅島スポーツ振興会

東京都

大会名誉会長 東京都知事 石原慎太郎

大会会長 三宅村長 平野祐康

大会副会長 特定非営利活動法人三宅島スポーツ振興会理事長 築穴辰雄

三宅島の復興を強力に後押し！

バイクの楽しさを思いっきり提供！

参加者全員が模範ライダー宣言！

・昨年４月、島民の悲願であった羽田からの航空路線が再開するなど、復興への土台は整

いつつあります。

・今後は、いかに観光客を誘致し、産業振興を図っていくかが、島の復興の大きな鍵とな

ります。

・三宅村では、復興を強力に後押しすることを目的に、三宅島ならではのユニークなスタ

イルの観光振興策として、公道などを使ったバイクイベントを継続的に開催することと

しました。

・参加してもよし、観てもよし、バイクの楽しみがいっぺんに味わえます。

・来島者も島民も一緒になって参加し大いに楽しめます。

・バイクファンを中心に多くの人々で賑わう、バイクアイランド・三宅島を目指します。

・参加者一人ひとりが安全運転と環境への思いやりを宣言する模範ライダーです。

開催概要

開催趣旨



チャレンジ三宅島’09モーターサイクルフェスティバルの開催にあたり変わらぬご支

援・ご協力をいただいております、協賛各社及び関係者の皆様に厚く御礼申し上げます。

このイベントは噴火災害からの復興をめざす三宅島において産業振興の起爆剤として

スタートしてから今回で3回目を迎えます。この間皆様からの多大なるご支援・ご協力

により成功裏に開催できましたことを大変喜ばしく思っております。

３回目の開催となります本年は新たに国内４メーカーの協賛をいただくなど、これま

で以上に充実した大会にしたいと考えております。既に５月に開催しましたお台場での

プレイベントでは悪天候にもかかわらず１万人余りの来場者があり、各方面から高い評

価をいただいたところです。この夏には親子バイクスクールを開催し交通ルールやマナ

ーを学ぶとともに親子の絆を深めていただきたいと考えております。

１０月の本島イベントでは試みにエンデューロのエキシビションを加え、三宅島の地

形を活かしたイベントを模索しております。どうぞ多くの方々が本島イベントにお越し

下さいますようお願い申し上げます。

多くの野鳥たちと美しい海、素朴で気さくな島民が精一杯のおもてなしをいたします。

皆様なにとぞ友人、知人お誘いのうえ、ご来島ください。

１０月には是非皆様と三宅島で WERIDE できることを願っております。

｢チャレンジ三宅島’0９モータサイクルフェスティバル」が目指すものをわかりやすく表し

たキャッチフレーズ、それが「WERIDE」です。

バイクを使った（RIDE）イベントによる村おこしに、三宅島の島民が「みんな（WE）でチャ

レンジしていく」こと、そして、島民だけでなく、日本中、世界中のバイクファンが「みんな

（WE）で創っていく」、「みんな（WE）で応援していく」イベントにするという想いが込め

られています。さあ、皆さん、三宅島で一緒に「WERIDE」しませんか。

三宅村長 平野祐康

特定非営利活動法人 三宅島スポーツ振興会理事長 築穴辰雄
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“ＷＥＲＩＤＥ”とは

主催者からのメッセージ

全国の皆様の暖かいご支援を賜り三宅島は復興への道を着実に進んでいるところです。

今年は、新たに国内のオートバイ４メーカーの御賛同を賜り、このイベントも三宅島の

「観光の起爆剤」として益々充実していくものと確信しています。

5月に開催したお台場のプレイベントでは多くの皆様にご来場いただき、オートバイの

魅力とともに三宅島の魅力もアピールすることができました。

３回目となる本島イベント《チャレンジ三宅島’09モーターサイクルフェスティバル》

では、大試乗会など参加型のコンテンツを充実させるとともに、新たな試みとして「エン

デューロ」にも挑戦し、より楽しめる、三宅島ならではのオートバイイベントを目指して

準備を進めています。

美しい海と野鳥のさえずり、そしてダイナミックな火山景観など様々な自然の魅力を持

つ三宅島で、島民一同皆様をお待ちしています。



観 る！

■三宅島Tourist Pro

阿古地区の公道(2.5km)を、往年の名車（クラシック

バイク）やレーシングサイドカーなどが走行します。

公道をレーシングバイクが走るのは三宅島だけです！

○会場：阿古地区メイン会場

○日時（予定）：10月２５日（日）９:00～１２:０0

■エンデューロエキシビションNew
オフロードのジャンプや人工的に作られたロックや丸太

などの障害物エリアを擁したエンデューロコースをトッ

プクラスのライダーが走破し、競います。

○会場：旧坪田中学校グラウンド

○日時（予定）：10月２４日（土）1３:４５～14:０5

（パレード内コンテンツとして開催）
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フェスティバルの内容

■トライアルデモンストレーション

バイクの機動力は災害救助等にも大きく貢献してい

ます。噴火災害を受けた三宅島で、バイクの高度な

ライディング技術と機動力を披露します。

○会場：旧坪田中学校グラウンド

○日時（予定）：10月２４日（土）1４:０5～14:２5

（パレード内コンテンツとして開催）

写真はイメージです



■オープニング･パレード

約30kmの島一周道路を、一般参加者と島民のライダー

が一緒になってパレードします。沿道では、島民が一丸

となってライダーを応援します。

○会場：三宅島一周道路

○日時（予定）：10月２４日（土）13:00～

参加する！

■島一周・インストラクター付大試乗会New
憧れのマシンをインストラクターの乗り方指導や観光

案内を受けながら、思う存分試乗できます。観光スポ

ットを訪ねながら風光明媚な島一周道路で魅力を十分

に味わうことができます。

○会場：湯の浜交通公園～三宅島一周道路

○日時（予定）：10月２３日（金）～10月25日（日）
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写真はイメージです

■警視庁白バイ隊デモンストレーション

警視庁の精鋭部隊が日頃の訓練の成果を披露し、交通

安全をアピールします。

○会場：湯の浜交通公園

○日時（予定）：10月２４日（土）15:10～15:40

（パレード内コンテンツとして開催）

■子供バイクデモンストレーションNew
子供用バイクで地元児童がパレード走行します。

親子サマーキャンプなどの練習の成果を披露します。

○会場：湯の浜交通公園

○日時（予定）：10月２４日（土）15:０0～15:１0

（パレード内コンテンツとして開催）

写真はイメージです

写真はイメージです



味わう！

火山が生み出した特異な造形は、自然の美しさと驚異

を体感できます。また、約230種もの野鳥を観察でき

るバードアイランドであり、大自然を十分に味わうこ

とができます。

加えて、民宿への宿泊では、島民とのふれあいや獲れ

たての新鮮な魚介類など、三宅島ならではのメニュー

で来島者を歓迎します。

■グランドパーティー

三宅島の郷土芸能、出演者からのコンテンツ紹介、セカ

ハンによるミニライブショーなどを行います。

三宅島の食を提供する屋台もあります。当該参加者と島

民との交流を深めます。

○会場：阿古地区メイン会場

○日時（予定）：10月２４日（土）16:30～18:00
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■親子バイク体験教室

新装の湯の浜交通公園で、親子によるバイクやサイド

カーの体験教室を開催します。バイクを通じて、交通

安全、ルールを守ることの大切さを学びます。

○会場：湯の浜交通公園

○日時（予定）：10月２４日（土）～10月25日（日）

写真はイメージです

■オフロード・トライアル体験New
トップライダーのインスラクションで、入門モデルを専

用コースで体験できます。

○会場：旧坪田中学校グラウンド

○日時（予定）：10月２４日（土）～10月25日（日）



三宅島の全部がフェスティバルの会場です！
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会場案内

阿古準居住地区

神着会場 湯の浜交通公園

○子供バイクデモンストレーション走行 New
○警視庁白バイ隊デモンストレーション

○親子バイク体験教室

○大試乗会出発点

一 周 都 道

○オープニング・パレード

○大試乗会 New

坪田会場 旧坪田中学校グラウンド

○エンデューロエキシビション New
○トライアルデモンストレーション

○オフロード・トライアル体験 New

阿古会場（メイン会場）

○オープニングパレード出発点

○三宅島ＴｏｕｒｉｓｔＰｔｏ

○グランドパーティー
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盛りだくさんのメニューで皆様をお待ちしています。

タイムスケジュール

TIME

オフロード

トライアル

体験

16:00

17:00

18:00

パレード～

パーティー

参加

14:00

15:00

試乗3クール

オフロード

トライアル

体験

親子バイク

体験

10:00

ツーリスト

プロ

（リハ）11:00

オフロード

トライアル

体験
親子バイク

体験

ツーリスト

プロ

9:00

12:00

13:00

試乗1クール

試乗2クール

坪田会場（旧坪田中） 試乗会神着会場（交通公園）

8:00

試乗4クール

阿古メイン会場 坪田会場（旧坪田中）

23日（金） 24日（土） 25日（日）

試乗会 神着会場（交通公園）試乗会 阿古メイン会場

オープニング

グランドパー

ティー

トライアル・

エンデューロ

デモ

親子・白バイ

デモ

パレード

パレード

パレード

オープニング

グランド

パーティー

エンデューロ

・ トライアル

子供バイク

・白バイ

パレード

パレード

パレード



フェスティバルへの参加を希望する皆様へは、往復の船賃、宿泊費、フェスティバルチケ

ットなどがセットになったオフィシャルツアーを下記のとおり販売します。

詳しくは、ホームページ（アドレスは下記参照）をご覧ください。

○設定コース 10月22日（木）～25日（日）3泊4日（船中1泊） 26,800円～※

10月23日（金）～25日（日）2泊3日（船中1泊） 19,800円～※

※ ツアー料金は、往復船舶のご利用等級によって異なります。

○募集開始日 8月19日（水）“バイクの日”

○往復のアクセス 船便利用 東海汽船「さるびあ丸」

運航 東京（竹芝客船ターミナル）～三宅島

往路 東京22:２0発 → 三宅島 5:00着

復路 三宅島14:20発 → 東京20:３0着

オフィシャルツアーの販売

バイクの運搬

バイクの輸送については、島へのフェリーの就航が困難なため、事前にバイクをお預かり

し、別便の貨物船にて島内へ輸送することとなります。フェスティバル終了後も、後日の

お引渡しとなります。

バイク輸送の申し込みは、オフィシャルツアーと同時に受け付ける予定です。

詳細は、ホームページ（アドレスは下記参照）に掲載します。

○輸送費 5,000円（往復）

○東京でのお預かり 場所 辰巳埠頭

期間 10月1７日（土）・1８日（日）両日とも 9:00～15:00

○東京でのお引渡し 場所 辰巳埠頭

期間 10月３１日（土）・11月１日（日） 両日とも 9:00～15:00

http://challenge-miyakejima.com

このフェスティバル及びオフィシャルツアーの詳細は

8

フェスティバルへの参加


