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１ 会 場 

 ＨＳＲ九州／交通教育センターレインボー熊本 

  熊本県菊池郡大津町平川1500番地  TEL：096-293-1370 

 モータースポーツサーキットコース 2.3km/1 周 

２ 期 日 

第１戦 平成31年 （2019年） 5月 3日 （金・祝） 

第２戦 平成31年 （2019年） 6月 22日 （土） 

第３戦 平成31年 （2019年） 8月 11日 （日） 

最終戦 平成31年 （2019年） 10月 19日 （土） 

 

３ 日 程 

時間 NO イベント 備考 

 7:00～  競技役員 MTG①（準備） 大会本部前 

 7:30～   ライセンスコントロール（受付） 大会本部前 各レース１時間前まで 

 8:30～ 8:40  参加者ミーティング 表彰台前 

 8:45～ 9:00  競技役員 MTG②（競技前） 大会本部 

 8:45～ 9:20  コース試走 競技コース 

 9:30～ 9:50 1 カテゴリー４（ビギナークラス） 略称：BC-１、２、３ 

10:00～11:00 2 カテゴリー３（チャレンジクラス） 略称：C-3  

11:10～12:25 3 カテゴリー２（エキスパートクラス） 略称：C-2 

12:35～14:20 4 カテゴリー１（チャンピオン） 略称：C-1 

15:00～  表彰式／閉会セレモニー 表彰台 

15:15～  競技役員 MTG③ 大会本部 

 

４ 競技規則 

(公財)日本自転車競技連盟競技規則及び HSR 九州サイクルロードレース大会特別規則による。  

 

５ 参加資格及び実施カテゴリー    

カテゴリー 略称 参加資格 距離 定員 

カテゴリー１ 

（チャンピオンクラス） 
C-1 

レース出場経験が豊富な方、脚力に

自信がある方 

69.0km 

（30 周） 
100 名 

カテゴリー２ 

（エキスパートクラス） 
C-2 

レース出場経験が少ない方、久しぶり

にレース参加する方など 

46.0km 

（20 周） 
100 名 

カテゴリー３ 

（チャレンジクラス） 
C-3 

初心者、レース参戦がない方、参加歴

１年未満の方など 

34.5km 

（15 周） 
100 名 

カテゴリー４ 

（ビギナークラス） 

BC-1 H31.4.1 から小学 5,6 年生の児童 
6.9km 

（3 周） 
30 名 

BC-2 H31.4.1 から小学 3,4 年生の児童 
4.6km 

（2 周） 
30 名 

BC-3 H31.4.1 から小学 1,2 年生の児童 
2.3km 

（1 周） 
30 名 
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６ 個人情報の取り扱い 

大会に際して提供される個人情報は、本連盟の活動に利用するものとし、これ以外の目的に利用すること

はない。詳細は、一般社団法人熊本県自転車競技連盟「個人情報取扱に関する規定」による。  

７ 参加申込  

（１）申込方法 スポーツエントリーで申し込むこと。 https://www.sportsentry.ne.jp/ 

（２）申込締切日   

  大会期日 申込締切日 ｽﾀｰﾄﾘｽﾄ公開 

第１戦  5月 3日 （金・祝）  4月 7日 （日） 4月14日 （日） 

第２戦 6月22日 （土）  5月26日 （日） 6月 2日 （日） 

第３戦 8月11日 （日）  7月14日 （日）  7月21日 （日） 

最終戦 10月19日 （土）  9月22日 （日）  9月29日 （日） 

※ 申込み後のチーム名等記載事項の変更は、受付けません。 

※ 申込み締切後は、スポーツエントリーでの申込みは受付けませんが、出場枠に余裕がある場合に

限り、追加で申込みを受付けます。但し、参加料の50%をペナルティとして付加。 

各戦の申込締切日の翌日から適用します。メールにて事務局に確認のこと。 

 

８ 参加料  

カテゴリー JCF 登録 一般 高校生 中学生 小学生 

カテゴリー１ 

カテゴリー２ 

登録者 5,000円 4,000円 3,000円 ー 

未登録者(注1) 6,000円 5,000円 4,000円 ー 

カテゴリー３ 未登録者 5,000円 4,000円 3,000円 ー 

カテゴリー４ ー ー ー ー 2,000円 

注１ JCF 未登録者で、チャンピオン及びエキスパートに出場を希望する者の参加料には、臨時競技者

登録料（1,000 円）が含まれる。 

（1）出場カテゴリー（クラス）の変更について 

申込受付後の種目変更（申込期間中）は、スポーツエントリーに連絡すること。 

申込締切後の種目変更は受付けない。 

※差額が発生する場合、『不足分は徴収』、『過入金は返金なし』にて取り扱う。 

（2）キャンセルについて 

申込み閉め切り後のキャンセルについては、災害等を除き返金しない。また、災害等のやむを得ない

事由により返金が発生する際は、必要経費等を差し引いた額を返金する。 

 

９ 問い合わせ先 

一般社団法人熊本県自転車競技連盟 大会事務局 

e-mail  kcfentry@yahoo.co.jp 

 

 

 

 

 

 

https://www.sportsentry.ne.jp/
mailto:kcfentry@yahoo.co.jp


- 3 - 
 

TECHNICAL GUIDE 

１ 競技規則 

JCF規則、大会特別規則及びコミュニケによる通知に従って競技を運営する。 

大会特別規則は、本大会のための規則であり、他の大会に適用したり、先例となるものではない。 

 

2 競技規則 

本競技大会は、インディヴィデュアル（個人）・ロード・レースとする。 

 

3 大会本部 

競技運営委員長：中田将次、総務委員長：大村 英哉 

＜コミッセール・パネル＞ 中田将次、伊木憲治審判長（チーフ・コミッセール）、大村英哉 

 

4 大会進行 

大会進行は、アナウンスにより告知する。今大会のコミュニケ等については、紙媒体での配布は行わず、下記

LINE＠にて配信する。 

一般社団法人熊本県自転車競技連盟LINE＠アカウント 

 

 

 

5 表彰（第１戦～最終戦） 

（１）各戦のカテゴリー別表彰（チャンピオン、エキスパート、チャレンジ、ビギナークラス） 

品目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 備考 

メダル ○ ○ ○     

賞状 ○ ○ ○ ○ ○ ○  

 

（２）各戦のレース毎のポイント（チャンピオンクラスのみ） 

入賞、完走ポイント 

順位 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 完走 DNQ 備考 

１～３戦 10 8 6 5 4 3 10 -5  

最終戦 30 24 18 15 12 9 10 -5  

※ＤＮＱ：失格となった者 

周回ポイント 

順位 １位 ２位 ３位 ４位 備考 

１～３戦 5 3 2 1  

最終戦 10 6 4 2  

※レース活性化を目的に５周回毎にＳ・Ｆ地点の通過順位により上記のポイントを与える。 

 

（３）年間表彰（チャンピオンクラスのみ） 

第１戦から最終戦の入賞、完走及び周回ポイントの総計により、年間チャンピオンを決定し、優勝者にはチ

ャンピオンジャージを授与する。※同ポイント場合は最終戦の上位者とする。 
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６ 参加者の義務 

(1) 公式式典について 

参加者は、本大会の公式セレモニーに相応しい服装で出席すること。 

表彰対象者は、必ず登録ユニフォームで出席すること。サングラス、サンダル、チームウエア以外での参加

は認めない。 

(2)  表彰式について 

準備が整い次第、アナウンスにより告知するので、入賞者は、参加した各カテゴリーの表彰式に出席する

こと。欠席の場合の着位は、空位として取り扱う。 

(3) ヘルメット着装の遵守 

競技中に限らず、会場内で自転車に乗車する際は、ヘルメットを着装すること。 

(4) 駐車場について 

会場内の競技コース北側以外の場所及び周辺路上等には駐車しないこと。 

(5) 自転車の保管等 

保管場所は設置しない。競技者各自において管理すること。 

ニュートラルサービス等のメカニックサービスは行わない。 

機材紛失等のトラブルは、主催者及び大会本部は責任を負わない。当事者同士で解決すること。 

(6) コース試走について 

予め指定された時間内のみ、試走を認める。それ以外の時間にコースでの試走は厳禁とする。 

試走中の事故等のトラブルは、当事者同士で解決すること。 

選手間の接触、落車等による機材破損については、競技中の事故と同様の取扱いとする。 

(7) ドローンの飛行 

本大会の競技等を撮影する目的のドローンの飛行は、主催者が行う場合を除き、認められない。 

(8) 賠償責任について 

主催者及び大会本部は、試走中の事故等について、損害賠償の責任を負わない。 

競技者は、本大会の競技及び試走中の事故等に適用される賠償・傷害保険に加入すること。 

 

７ 大会特別規則 

(1) ゼッケン、チップ等 

ゼッケン及び計測チップを使用する。受付時に配布するので、出走サイン及び競技中、折り曲げる等の

加工を行うことなく装着すること。ゼッケンは、背中の腰の位置に縦に１枚、左わき腹に１枚装着すること。

乗車姿勢にて審判が判読可能（地面に平行にゼッケンの底辺を合わせる）な位置とする。 

計測チップは、競技終了後、速やかに大会本部に返却すること。紛失の際は実費にて請求する。 

小学生は識別のため、ヘルメットキャップを装着（予定）する。 

(2) ユニフォーム等 

予め登録された所属（JCF加盟団体、学校、チーム）のユニフォームの着用を原則とする。 

登録チーム以外で市販のウエアを着用する際は、受付の際に申告すること。 

アームカバー・レッグカバー類、シューズカバーは、身体の形を変えるものでない限り許可する（コンプレッシ

ョンタイプは不可）。 

(3) ヘルメット 

JCF公認ヘルメット、もしくはJKA認定品（競輪用）を装着すること。エアロヘルメットは使用不可。破損、

ひび割れ、劣化しているもの及び公認シールのないものは使用できない。BCクラスは市販の子ども用で可。 
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(4) スタート 

整列後、号砲による一斉スタートとする。 

(5) チーム員からの補給 

競技中の飲食料の補給は認めない。但し、気象条件等により補給を認める場合は別途周知する。 

(6) 故障時の修理及び周回遅れ 

・ 競技者より申告があった場合、Ｓ・Ｆ地点に限り機材交換等を認めるが、猶予周回(ニュートラリゼ

ーション)は与えない。 

・ 各カテゴリーにおいて、周回遅れになった場合もレース継続を認める。ただし、先頭選手がフィニッシュした

周回までとする。 

・ 競技途中で自ら棄権する選手は、必ず受付に戻り、棄権の旨を申告すること。 

・ 失格となった又は棄権した選手は、直ちにコースから離脱すること。なお、自力でフィニッシュ地点に戻

る場合は、ゼッケンを外し（競技役員に手渡すなり、ゼッケン装着のジャージを裏返して着用する等）、

レースの巡行方向に走行し、受付まで戻り計測チップを返却のこと。 

(7) 技術規則 

カテゴリー１（チャンピオンクラス）及びカテゴリー２（エキスパートクラス）は、フィニッシュ直後に、本部

前にてバイクチェックを実施（上位10名程度）する。違反が判明した際は、失格もしくは降着にて処理

する。  

(8) 自転車 

チーム（競技者・監督・メカニシャン）の責任で競技規則の各規定内に調整のうえ、参加のこと。 

競技規則の例外適用（身体形態上の理由）の申請は、受付時に申し出ること。 

申請は、競技者が使用する自転車と共にコミッセールまで申し出ること。（書類提出不要） 

(9) ギア比制限 

①ギア比制限は、JCF競技規則を遵守すること。 

②U-17以下のギア比制限について 

・U15 は U17 に準ずる 

・U17 の高校生競技者は、ジュニアに準ずる。 

③カテゴリー3（チャレンジクラス）の18歳未満選手も、可能な限りJCF競技規則に準拠すること。 

(10)整備不良 

役員の判断により、整備不良と見なされた場合、競技より除外する。 

(11)出走サイン 

指定場所（受付）にて、各競技の競走開始15分前までにサイン（署名）を終了すること。サインの

確認ができない選手の出走は認められない。 

出走者自身が、装備（自転車、ユニフォーム、ヘルメット）の確認を受けること。 

(12)オンボード・カメラ 

オンボード・カメラは、コミッセールの許可を受けた者を除き禁止する。 

許可を受けた者は、主催者が当該データを編集し利用することを承諾したものとし、大会事務局の求め

に応じ映像データ（コピー）を提出すること。 

(13)無線機 

無線・遠隔通信機器の使用は禁止する。 

(14)その他 

その他の事項については、競技運営委員長の判断により決定する。 
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８ 医療救護 

競技中の負傷疾病について、現場における応急措置を用意するが、以後の措置については参加者自身

の責任によって行うこと。 

大会本部に救護所を設置する。 

参加者は健康保険証を必ず持参すること。 

近隣医療機関  熊本セントラル病院 

熊本県菊池郡大津町室955番地、電話096-293-0555（車で約10分） 

 なお、本大会では落車により医療機関を受診された方への「見舞い金」制度があります。レース当日の受

付時に用意しています申込書に御記入ください。 

 

9 コース説明 

サーキットコース 2.3km/1 周 


