
更新日： 2022-0809

行事/事業 会場 主催/共催 備考

4月 2日 (土) ■九州チャレンジサイクルロードレース 2022 大分/オートポリス （一社）熊本CF 実施済

4月 10日 (日) ■九州サーキットシリーズ2022 第1戦　HSR九州 熊本/HSR九州 （一社）熊本CF 実施済

29日 (金)

30日 (土)

4月 23日 (土) ■熊本復興祈念 阿蘇パノラマラインヒルクライム 2022　２days 熊本/南阿蘇

24日 (日) 　　4/23(土)南阿蘇ステージ　4/24(日)阿蘇ステージ 熊本/阿蘇

5月 5日 (祝) ■九州サーキットシリーズ2022 第2戦　HSR九州 熊本/HSR九州 （一社）熊本CF 実施済

5月 14日 (土) 熊本・福岡高体連

15日 (日) 熊本・福岡CF

5月 21日 (土) ■2022年熊本県・福岡県自転車競技選手権大会　ロードレース （一社）熊本CF

■令和4年度福岡県・熊本県高等学校総合体育大会自転車競技大会③　ロードレース 熊本・福岡高体連

6月 26日 (日) ■九州サーキットシリーズ2022 第3戦　SPA直入 大分/SPA直入 （一社）熊本CF 実施済

7月 30日 (土) ■九州サーキットシリーズ2022 第4戦　HSR九州 熊本/HSR九州 （一社）熊本CF 実施済

8月 18日 (木)
■九州豪雨災害復興祈念　ツアーオブ九州2022（全国ジュニアステージロードレース）　ライ

センスコントロール・マネージャーMTG
熊本/阿蘇

19日 (金) 　stage1　HSR九州/TT　stage2　HSR九州/RR 熊本/大津

20日 (土) 　stage3　南阿蘇/RR 熊本/南阿蘇

21日 (日) 　stage4　湯前/RR　stage5　人吉/RR 熊本/湯前・人吉

9月 18日 (日) ■九州サーキットシリーズ2022 第5戦　SPA直入 大分/SPA直入 （一社）熊本CF 決定

10月 8日 (土) ■九州サーキットシリーズ2022 第6戦　オートポリス 大分/オートポリス （一社）熊本CF

9日 (日) ■九州サーキットシリーズ2022 第7戦　HSR九州 熊本/HSR九州 （一社）熊本CF

10月 29日 (土)

30日 (日)

11月 11日 (金) ■令和4年度全九州高等学校自転車競技新人大会　ロード競技 熊本/HSR九州 （一社）熊本CF

12日 (土)

13日 (日)

＜後援/協力/派遣等事業＞
3月 22日 (火) 大分/別府競輪場

23日 (水)

24日 (木)

25日 (金) ▼令和3年度全国高等学校選抜自転車競技大会④　ロード競技 大分/オートポリス

16日 (土)

17日 (日)

6月 17日 (金)

18日 (土)

19日 (日)

20日 (月) ●令和4年度 全九州高等学校体育大会自転車競技大会④　ロード競技 熊本/HSR九州 実施済

6月 25日 (土)

26日 (日)

8日 (金)

9日 (土)

10日 (日) ●2022年 九州自転車競技選手権大会③　ロード競技 宮崎/西都

7月 17日 (土)

18日 (日)

8月 4日 (木)

5日 (金)

6日 (土)

7日 (日) ●令和4年度全国高等学校総合体育大会自転車競技大会④　ロード競技 香川/綾川

8月 26日 (金)

27日 (土)

28日 (日)

29日

10月 5日 (水)

6日 (木)

7日 (金)

8日 (土)

9日 (日) ●国民体育大会自転車競技会⑤　ロード競技 栃木/那須 栃木県

12月 17日 (土)

18日 (日)
●全国都道府県対抗自転車競技大会①②　トラック競技 静岡/伊豆ヴェロ JCF 調整中

●第91回全日本自転車競技選手権大会（トラック・パラサイクリング） 静岡/伊豆ヴェロ JCF 決定

●国民体育大会自転車競技会①②③④　トラック競技 栃木/宇都宮 栃木県
決定

●JOCジュニアオリンピックカップ（U15、U17） 長野/松本 JCF 実施済

●令和4年度全国高等学校総合体育大会自転車競技大会①②③　トラック競技 香川/高松 全国高体連

香川県/高松ほか
実施済

全日本自転車競技選手権大会ロードレース(ジュニア，U17) 京都/南丹市美山町 JCF 実施済

7月
●2022年 九州自転車競技選手権大会①②　トラック競技 宮崎/運動公園 （一社）九州CF

宮崎CF
実施済

4月
●2022年西日本地区自転車競技大会①②　トラックレース 大分/別府 大分CF 実施済

●令和4年度 全九州高等学校体育大会自転車競技大会①②③　トラック競技 長崎/佐世保 長崎高体連

（一社）九州CF

実施済

内定
■令和4年度全九州高等学校自転車競技新人大会　トラック競技 福岡/久留米 （一社）熊本CF

▼令和3年度全国高等学校選抜自転車競技大会①②③　トラック競技
全国高体連専門部 実施済

（一社）熊本CF

全国高体連専門部
決定

決定

■令和4年度福岡県・熊本県高等学校自転車競技新人大会 福岡/久留米
熊本CF

福岡CF
内定

（一社）熊本CF 実施済

■令和4年度福岡県・熊本県高等学校総合体育大会自転車競技大会①②　トラックレース 福岡/久留米 実施済

熊本/HSR九州 実施済

2022年（令和4年度）一般社団法人 熊本県自転車競技連盟　事業計画

期日

4月 ■2022年熊本県・福岡県自転車競技選手権大会①②　トラックレース 福岡/久留米
（一社）熊本CF

福岡CF
実施済



2023年

3月 14日 (火)

15日 (水)

16日 (木)

17日 (金) ▼令和3年度全国高等学校選抜自転車競技大会④　ロード競技 大分/オートポリス

▼後援/協力事業　　●派遣/関係事業

▼令和3年度全国高等学校選抜自転車競技大会①②③　トラック競技 全国高体連専門部

（一社）九州CF
調整中

福岡/メディアドーム


