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＜競輪補助事業＞ 

この大会は競輪の補助を受けて開催します。 

http://hojo.keirin-autorace.or.jp/ 
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１ 会場・大会本部・大会日程について 

（１）メイン会場：五木源パーク 

〒868-0203 熊本県球磨郡五木村丙字池の鶴777番地1（施設管理者：五木村役場 代表0966-37-2211） 

（２）大会本部：五木源パーク大屋根広場内特設エリア 

（３）大会日程 

時間 NO イベント 備考 

07:30～09:40  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 

08:00～08:30  ロード代表者会議 五木源パーク 大会本部 

08:15～09:10  試走 五木源パーク 特設コース 

09:15～  開会セレモニー 五木源パーク セレモニーエリア 

09:30～10:30 1 女子、男子（中学生） 28.0km（5.6km×5周） 

10:40～12:40 ２ 男子（マスターズ、成年、少年） 67.2km（5.6km×12周） 

13:00～  ロード・総合表彰式 五木源パーク 大会本部 

※参加者数を踏まえて、上記のとおり、混走を行う。 

 

２ ライセンスコントロール（受付）について 

（１）日時：令和元年（2019年）7月15日（月・祝）8:30～09:40 

（２）場所：五木源パーク 大屋根広場内  

ライセンス（2019年有効の競技者登録証）を提示すること（臨時登録者を除く）。 

不携帯については、エントリーフィーの50％のペナルティを課す。 

３ ライダース・ミーティング／開会セレモニーについて 

（１）日時：令和元年（2019年）7月15日（月・祝） 9:15～ 

（２）場所：五木源パーク 大屋根広場内 セレモニーエリア 

（３）対象：全選手、関係者の参加を義務付ける。 

４ 表彰式（セレモニー）について 

（１）日時：準備でき次第、適宜アナウンスを行う。 

（２）場所：五木源パーク 大屋根広場内 セレモニーエリア 

（３）集合：表彰を受ける選手は、5分前に集合・待機し、式典委員の指示に従うこと。 

（４）服装：レース着用同種のチームジャージ等、式典に相応しい服装（サンダル等での出席はNG）とする。 

５ 会場の使用について 

（１）駐車場について 

   ①五木源パーク西側、東側駐車場とする。同西側駐車場の南側エリアは、審判車両等の大会関係者のみとする。 

   ②競技コース上の駐車は禁止する。 

（２）五木源パークの施設（敷地内）利用について 

①五木源パーク芝生広場には、自動車、自転車での進入は禁止する。 

②大屋根広場をチームピットとして開放する。特段の区割りは行わないが各チーム譲り合って使用すること。 

③フェンスに張り出すチームの応援横断幕、のぼり旗等は、スタート／フィニッシュ地点前後100m区間は禁止する。 

その他の区間での掲示は、観戦の妨げにならないよう配慮すること。 
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６ 試走について 

（１）試走時間：令和元年（2019年）7月15日（月・祝）8:15～ 9:10（開会セレモニー前まで） 

（２）試走は、一般の交通規則が適用されるものである。関係法規を遵守すること。 

（３）練習中の接触・落車等による機材の破損については、レース中の事故と同じ扱いとし、賠償等の責任は持たない。 

 

＜大会特別規則・確認事項＞ 

１ 競技規則 

U C I 規則、J C F 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、2019年九州地域自転車競技大会ロード競技（以下｢本大会｣という。）のための規則であり、他の大会に適

用されたり、先例となるものではない。 

 

2 大会本部 

大会本部は、五木源パーク内に7:00から閉会式終了時まで設置する。 

＜コミッセール・パネル＞ 

中田 将次 競技運営委員長 

大村 英哉 総務委員長 

伊木 憲治 審判長（チーフ コミッセール） 

 

3 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。 

熊本県自転車競技連盟 

 LINE＠アカウント https://line.me./R/ti/p/8yk7Etsts 

 

 

 

 

4 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 

アナウンスにより表彰式を行う。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。欠席した場合、その着

位は、空位として取り扱う。 

(3) 交通規則の遵守 

競技中に限らず、公道上では交通規則を遵守するとともにヘルメットを着装すること。 

横断歩道及び本大会の指定横断箇所以外の横断は、禁止する。 

(4) 駐車場について 

交通規制開始（午前8:30）までに駐車を完了すること。それ以降は交通規制の対象となる（通行は可能）。 
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指定外の場所及び路上には駐車しないこと。＜指定駐車場：五木源パーク西側及び東側駐車場＞ 

(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。 

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 

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保険及び傷害保険に加入すること。 

 

7 大会特別規則 

(1) ゼッケン 

ゼッケンを使用する。 

上記の装着物は、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、腰の位置に縦に２枚、身体中心から左右に5cm離して装着すること。 

(2) ユニフォーム 

予め登録された所属（J C F 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。 

(3) ヘルメット 

J C F 公認ヘルメット、もしくはJ K A 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、公認

シールのないものは使用できない。 

(4) スタート 

マスドスタート（号砲一斉スタート）方式とする。 

(5) 補給エリア 

① 次の2箇所にニュートラルエリアを設置する。チームスタッフからの機材トラブル対応は、次の区間のみ認める。 

スタート／フィニッシュ及び五木源パーク対岸（五木小川左岸）の指定エリア 

②ニュートラルエリアへの車両による機材搬入等の移動は、交通規制開始前に完了すること。また、チームカーの随行は認めない。 

③レース中の随行車両による、ニュートラルサービスは行わない。 

④環境への配慮 

五木村を流れる川辺川は、13年連続水質日本一を誇る。参加者は、環境に配慮し、決してゴミ等を不法に投

棄してはならない。なお、ニュートラルエリアにおいて、競技者がチームスタッフにボトル等を投げ渡すことは認める。 

(6) 飲食料の補給 

男子（マスターズ、成年、少年）については、上記(5)①のニュートラルエリアに限り、9周回から10周回まで補給

を認める。その他のカテゴリーは、競技中の飲食料の補給は認めない。 

(7) 競技からの除外 
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スタート／フィニッシュ地点において6位の選手を含む集団より5分以上遅れた選手及び完走できないと判断される

選手は除外する。 

競技途中で自ら棄権する選手は、必ず競技役員にその旨伝達すること。 

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、本部まで戻り計測チップを返却すること。 

(8) 技術規則 

公益財団法人日本自転車競技連盟競技規則＜2019年度版＞を遵守のこと。 

(9) 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チーフコミッセールまで申し出ること。（書類は不要） 

(10) バイクチェック・ギア比制限 

ギア比制限は、JCF競技規則を遵守すること。 

・U17 の高校生競技者は、ジュニアに準ずる。 

レース後のバイクチェックで違反が判明した際は、失格もしくは降着にて処理する。  

フィニッシュ直後に、上位10名程度バイクチェックを実施する。 

(11) 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。 

(12) 出走サイン 

出走15分前までにサインシート（五木源パーク内）にサインすること。 

(13) オンボード・カメラ 

オンボード・カメラは、原則、禁止とする。但し、機器の固定（ハンドルより下側）が確実であることについて、チーフ

コミッセールの確認を受けた者を除く。なお、許可を受けた者は、レース後、映像データ（コピー）を提出し、主催者

が当該データを加工編集したうえで利用することについて、承諾することを条件とする。 

(14) 無線機 

無線・遠隔通信機器の使用は、禁止する。 

(15) その他 

その他事項については、競技運営委員長の判断により決定する。 

 

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。 大会医師：川添 輝Dr. 

参加者は健康保険証を必ず持参すること。 

近隣医療機関  人吉医療センター（人吉市老神町35番地、電話0966-22-2191、車で約40分） 

 

9 個人情報 

選手、応援者及び競技役員等の大会参加者の個人情報については、熊本県自転車競技連盟「個人情報取扱い
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に関する規程」（本連盟ホームページ掲載）による。 

 

10 サイン・招集 

場所：五木源パーク指定エリア  締切時間：各競技者の競走開始15分前まで 

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。 

 

11 コース説明 

以下のコース図等を参照のこと。 

 

 

ﾆｭー ﾄﾗﾙｴﾘｱ 
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12 五木源パーク平面図 

 

13 大会本部配置図 

 

 

  

🅿   駐車場 

南側エリアは、大会本部車両

以外駐車禁止 Start & Finish 

 

大会本部 

🅿   駐車場 
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14 競技車両編成 

 

 

 


