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＜競輪補助事業＞ 

この事業は競輪の補助を受けて開催します。 

http://hojo.keirin-autorace.or.jp/ 

 

 

 



１ 会 場 

（１）大会本部 

 道の駅「子守唄の里 五木」熊本県球磨郡五木村甲２６７２－５３ 

（２）競技コース 

 道の駅「子守唄の里 五木」を基点とする特設３コース（テクニカルガイド参照のこと） 

２ 日 程（予定） 

   令和２年（2020 年）3 月 14 日（土） 

時間 NO イベント 備考 

10:00～  ライセンスコントロール（受付） ※全カテゴリーの出場 60 分前まで 

11:00～12:00  試走 ※小八重橋：一方通行変更交通規制 

12:30   ※交通規制開始 

13:00～14:20 

1 女子 ジュニア W-J 

34.6km 

（6.9km×2 周＋10.4km×2 周） 

2 女子 アンダー17 W-U17 

3 男子 アンダー15 M-U15 

4 女子 アンダー15 W-U15 

14:30～16:00 
5 男子 アンダー17 M-U17 51.9km 

（6.9km×3 周＋10.4km×3 周） 6 男子 ジュニア M-J 

16:30～   ※交通規制解除 

16:45～  表彰式 道の駅セレモニーエリア 

令和２年（2020 年）3 月 15 日（日） 

時間 NO イベント 備考 

07:00～  ライセンスコントロール（受付） ※全カテゴリーの出場 60 分前まで 

07:30～08:10  試走 小八重橋一方通行変更開始 

08:20～  開会セレモニー 全コース交通規制開始 

08:30～08:45 

７ 小学 5,6 年生 BC-1 7.0km（3.5km×2 周） 

8 小学 3,4 年生 BC-2 3.5km（3.5km×1 周） 

9 小学 1,2 年生 BC-3 3.5km（3.5km×1 周） 

08:50～09:20 10 チャレンジ B-3 13.8km（6.9km×2 周） 

09:25～10:05 11 エキスパート B-2 20.7km（6.9km×3 周） 

10:10～11:10 12 チャンピオン B-1 27.6km（6.9km×4 周） 

11:15～12:35 

13 女子 マスターズ W-M 
34.6km 

（6.9km×2 周＋10.4km×2 周） 
14 女子 アンダー23 W-U23 

15 女子 エリート W-E 

12:35～13:00  ＜昼休み＞  

13:00～14:30 16 男子 マスターズ M-M 51.9km 

（6.9km×3 周＋10.4km×3 周） 

14:35～16:35 
17 男子 アンダー23 M-U23 69.2km 

（6.9km×4 周＋10.4km×4 周） 18 男子 エリート M-E 

16:40～   ※交通規制解除 

17:00～   表彰式・閉会セレモニー 道の駅セレモニーエリア 

    ※NO10～12 の各カテゴリーは、エントリーが 30 名未満の場合、直近カテゴリーとの混走とする。 

 



３ 競技規則・実施カテゴリー  

（１）(公財)日本自転車競技連盟競技規則及び大会特別規則による。  

（２）実施カテゴリー 

   ＜登録者カテゴリー＞ 

カテゴリー 略称 区分 距離 定員 

男子 マスターズ M-M 1990 年以前生まれ 51.9km 100 名 

男子 エリート  M-E 1997 年以前生まれ 69.2km 
100 名 

男子 アンダー23 M-U23 1998 年～2001 年生まれ 69.2km 

男子 ジュニア M-J 2002 年～2003 年生まれ 51.9km 
100 名 

男子 アンダー17 M-U17 2004 年～2005 年生まれ 51.9km 

男子 アンダー15 M-U15 2006 年～2007 年生まれ 34.6km 50 名 

女子 マスターズ W-M 1990 年以前生まれ 34.6km 50 名 

女子 エリート  W-E 1997 年以前生まれ 34.6km 
50 名 

女子 アンダー23 W-U23 1998 年～2001 年生まれ 34.6km 

女子 ジュニア W-J 2002 年～2003 年生まれ 34.6km 
50 名 

女子 アンダー17 W-U17 2004 年～2005 年生まれ 34.6km 

女子 アンダー15 W-U15 2006 年～2007 年生まれ 34.6km 50 名 

   ＜未登録者カテゴリー＞ 

カテゴリー 略称 区分 距離 定員 

チャンピオン B-1 健康な男女 

 ※R2.4.1 から中学生以上 

 （現在、小学６年生以上の者） 

27.6km 100 名 

エキスパート B-2 20.7km 100 名 

チャレンジ B-3 13.8km 100 名 

＜小学生カテゴリー＞ 

カテゴリー 略称 区分 距離 定員 

小学生 5,6 年 BC-1 R2.4.1 から小学 5,6 年生の者 7.0km 30 名 

小学生 3,4 年 BC-2 R2.4.1 から小学 3,4 年生の者 3.5km 30 名 

小学生 1,2 年 BC-3 R2.4.1 から小学 1,2 年生の者 3.5km 30 名 

 

４ 参加資格  

（１）登録者カテゴリー 

① (公財)日本自転車競技連盟競技者登録を完了した者、または申請中で申請書控等を提示可能な

者（ライセンスコントロールにおいて提示のこと） 

② 臨時競技者登録者（今大会のみ有効） 

（２）未登録カテゴリー 

カテゴリー 参加経験 

B-1 ロードレース（クリテリウム）の出場経験があり、入賞経験ある、または入賞を目指す者  

B-2 ロードレース（クリテリウム）の出場経験はあるが、レース経験が浅い者 

B-3 ロードレース（クリテリウム）の出場経験がない者 

BC-1 新:小学 5,6 年生 

BC-2 新:小学 3,4 年生 

BC-3 新:小学 1,2 年生 

 



５ 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。詳細については、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。  

 

６ 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/event/t/（後日確定） 

（２）申込締切日  令和２年（2020 年）３月 1 日 (日) 17:00（受付終了） 

               ※申込後のチーム名等記載事項の変更は、いかなる理由であっても一切認めない。 

      

※申込締切後のスポーツエントリーでの申し込みは受け付けない。但し、出場枠に余裕がある場合に限り、追加

申込を受け付ける（事務局に確認すること）。この場合、参加料の 50%をペナルティとする。令和２年

（2020 年）3 月 6 日（金）振込確認分まで対応予定。 

 

７ 参加料  

カテゴリー 区分 登録競技者 臨時登録者等 

登録者 マスター、エリート、アンダー23 

男女 

共通 

6,000 円 7,000 円 

登録者 ジュニア、アンダー17、アンダー15 5,000 円 6,000 円 

未登録 B-チャンピオン 
登録競技者の 

エントリー不可 

5,000 円 

未登録 B-エキスパート 4,000 円 

未登録 B-チャレンジ 3,000 円 

小学生 BC-1,BC-2,BC-3 2,000 円 3,000 円 

注１ 臨時登録者の参加料は、臨時競技者登録料（1,000 円）を含む。 

注２ 登録者カテゴリーにおいて、上位カテゴリーへのエントリーを認める。（U17 がジュニアにエントリー等） 

上位カテゴリーにエントリーする場合、その上位カテゴリーの参加料とする。 

注３ ダブルエントリーを認める。この場合、参加料はそれぞれのカテゴリーの参加料が必要。14 日にジュニ

アに参加し、翌 15 日にアンダー23 にエントリー等 

注４ スポーツエントリー申込み受付後の種目変更等については、スポーツエントリーに直接連絡のこと。 

（1）出場種目の変更について 

申込期間中の種目変更は、スポーツエントリーにて受付ける。  

※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、災害等のやむをえない

事由により返金が発生する際は、必要経費を差し引いた額を返金する。 

 

８ 大会特別規則・連絡事項 

（１）詳細については、後日公開の「テクニカルガイド」を参照のこと。 

（２）コミュニケ（startlist、result 含む）等の連絡事項は、会場特設エリア、SNS 等に掲示する。 

 

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/event/t/
mailto:kcfentry@yahoo.co.jp

