
2020年8月21日（金） ver.0811

NO 種　目 備　考

7:00 ■競技役員MTG HSR九州管理棟２F

7:30 8:10 ■受付（ライセンスコントロール） HSR九州管理棟前

7:40 8:20 ■試走 HSR九州サーキットコース（2.3km/1周）

8:00 8:20 ■ロード代表者会議 HSR九州管理棟２F

8:30 1 男子 中学生 個人ロードレース　23km（10周） HSR九州サーキットコース（2.3km/1周）

2 女子 マスターズ 個人ロードレース　23km（10周）

9:10 3 女子 成年/少年 個人ロードレース　23km（10周）

9:20 4 男子 マスターズ 個人ロードレース　69km（30周） HSR九州サーキットコース（2.3km/1周）

5 男子 少年 個人ロードレース　69km（30周）

11:10 6 男子 成年 個人ロードレース　69km（30周）

11:30 ■表彰式 セレモニーエリア

12:00 ■競技役員MTG HSR九州管理棟前

15:00 17:00 ■指定練習 久留米競輪場

2020年8月22日（土）
NO 種　目 備　考

8:00 ■受付（ライセンスコントロール） 久留米競輪場　記者席

8:30 ■競技役員MTG 久留米競輪場　記者席

8:30 9:30 ■指定練習（テクニカルガイド参照） 久留米競輪場

9:00 ■トラック代表者会議・開始式 久留米競輪場　記者席

10:00 7 男子 少年 スプリント予選

8 男子 成年 スプリント予選

9 女子 成年/少年 スプリント予選

10 男子 中学生 スプリント(200mﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ)　順位決定

10:50 11 男子 マスターズ スプリント予選

＜休憩20＞

11:10 12 男子 県対抗 チームスプリント　順位決定 県対抗エントリー（成年/少年）のみ

13 女子 県対抗 チームスプリント　順位決定

11:45 14 男子 県対抗 チーム・パーシュート　順位決定

＜休憩15＞

12:00 15 女子 成年/少年 500mタイムトライアル　決勝

16 男子 少年 1kmタイムトライアル　決勝

17 男子 成年 1kmタイムトライアル　決勝

18 男子 中学生 1kmタイムトライアル　順位決定

13:40 19 男子 マスターズ 1kmタイムトライアル　順位決定

＜休憩30＞

14:10 20 男子 少年 ケイリン1回戦

21 男子 成年 ケイリン1回戦

22 男子 少年 スプリント1/4決勝

15:00 23 男子 成年 スプリント1/4決勝

＜休憩10＞

15:10 24 女子 成年/少年 スクラッチ決勝（6km）

25 男子 少年 スクラッチ決勝（8km）

15:40 26 男子 成年 スクラッチ決勝（10km）

＜休憩10＞

15:50 16:00 27 男子 少年 ケイリン1回戦敗者復活戦

■表彰式 バンク内セレモニーエリア

■競技役員MTG 久留米競輪場　記者席

2020年8月23日（日）
NO 種　目 備　考

8:30 ■競技役員MTG 久留米競輪場　記者席

8:30 9:30 ■指定練習（テクニカルガイド参照） 久留米競輪場

10:00 10:10 28 男子 少年 スプリント1/2決勝 ※特別規則により1本勝負

29 男子 成年 スプリント1/2決勝

30 女子 成年/少年 スプリント1/2決勝

10:40 31 男子 マスターズ スプリント1/2決勝

＜休憩10＞

10:50 11:00 32 男子 少年 ケイリン2回戦

＜休憩10＞

11:10 33 女子 成年/少年 2kmインディヴィデュアル・パーシュート　順位決定

11:35 34 男子 マスターズ 2kmインディヴィデュアル・パーシュート　順位決定

11:45 35 女子 成年/少年 スプリント3-4位決定戦(1回戦)

36 男子 マスターズ

37 男子 少年

38 男子 成年

39 女子 成年/少年 スプリント決勝(1回戦)

40 男子 マスターズ

41 男子 少年

42 男子 成年

43 男子 少年 スプリント5-8位決定戦

44 男子 成年

　スプリント3-4位決定戦(2回戦)

　スプリント決勝(2回戦)

13:05 　※男子　スプリント3-4位決定戦・決勝（3回戦）

＜休憩15＞

13:20 45 男子 少年 ポイント・レース決勝　24km

14:40 46 男子 成年 ポイント・レース決勝　30km

＜休憩15＞

14:55 47 男子 少年 ケイリン7-12位決定戦

48 男子 成年 ケイリン7-12位決定戦

49 女子 成年/少年 ケイリン1-6位決定戦

50 男子 マスターズ

51 男子 少年 ケイリン1-6位決定戦

15:30 52 男子 成年 ケイリン1-6位決定戦

■表彰式 バンク内ホームストレッチ

■競技役員MTG 久留米競輪場　記者席
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