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九州豪雨災害復興祈念 

Tour of 九州 2021 
 全国ジュニアステージロードレース 

 

 ＜実施要項＞  
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主 催 

 

一般社団法人 九州自転車競技連盟 

一般社団法人 熊本県自転車競技連盟 

後 援 公益財団法人 ＪＫＡ 

公益財団法人 日本自転車競技連盟（予定） 

鹿児島県、姶良市（鹿児島ステージ） 

主 管 公益財団法人 全国高等学校体育連盟自転車競技専門部 

鹿児島県自転車競技連盟（鹿児島ステージ） 

協 賛 株式会社 クレーマージャパン 

株式会社 localgain 

協 力 HSR 九州 

日本競輪選手会熊本支部 

オートポリス 

大分県自転車競技連盟 

 

  

  

 

 

＜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。 

https://www.jka-cycle.jp 

 

開催趣旨 

https://www.jka-cycle.jp/
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九州で連続して発生した、地震や豪雨災害から、未だ復興の途中である。 

本大会「ツアー・オブ・九州」の開催を通して、九州各県を自転車で巡り青少年の健全育成と、未来あるジュニア競技者

の直向きに頑張る姿を通して復興の後押しを目指す。 

また、東京オリンピック以降も世界で通用する競技者を輩出するため、本大会を「ジュニア競技者の育成基盤」の一つとし

て確立させるとともに「サイクルスポーツの更なる普及・発展」と、九州各県の「地域の振興」に寄与することを目的に開催する。 

 

１ 期日 2021 年 9 月 17 日（金）～9 月 21 日（火） 

２ 会場 

期日 Stage 開催県 会場 備考 

9/17(金) 受付 熊本 HSR 九州 管理棟２F  

１ 熊本 HSR 九州 サーキットコース 熊本泊 

9/18(土) ２ 熊本 HSR 九州 サーキットコース 鹿児島泊 

9/19(日) ３ 鹿児島 錦江町 特設コース 鹿児島泊 

9/20(祝) ４ 鹿児島 姶良市蒲生体育館発着特設コース 熊本泊 

9/21(火) ５ 大分 オートポリス レーシングコース  

３ 参加資格  

（１）2021 年 JCF 競技者登録を完了したジュニア男子（2003 年、2004 年生まれの者） 

（２）次項の参加制限に該当するチームの一員としてのみ出場できる。 

※該当団体等は関係者で協議の上、引率指導役員及び選手の選考を公正に行いチーム構成すること。 

４ 参加制限 

チーム 参加数 備考 

全国地域選抜 ８ 北海道・東北、関東、東海、北信越、近畿、中国、四国、九州 

日本学生選抜 １ 学生連盟推薦（2003 年生まれの大学生） 

JCF ジュニアナショナル １ JCF ジュニアロード部会推薦 

全国高体連選抜 １ 全国高体連自転車競技専門部 選手強化部会推薦 

主催者推薦 A ４ 主催者指定の対象大会の獲得ポイントランキング上位チーム 

主催者推薦 B ５ 主催者推薦チーム 

（１）１チーム（監督 1 名、コーチ・メカニシャン 1 名、選手 6 名）で構成する。（最少 4 名以上の選手登録が必須） 

（２）予備登録選手は 2 名以内とする。(正選手が 6 名に満たない場合の予備登録は認めない) 

（３）チームサポートについては、２名まで登録することができる。 

（登録競技者、公認審判員、チームアテンダント、日体協公認ライセンス保有者に限定する） 

（４）主催者推薦 A（単独チーム）でエントリーする際は、該当チームに所属する競技者は、他の区分のチームでのエント

リーは認められない。 

（５）受付時にライセンスで確認が取れた者のみ「ID カード」を発行する。 

５ 競技規則 

2021 年度 (公財)日本自転車競技連盟競技規則及び大会特別規則及び、本大会特別規則による。  

６ 表彰 

（１）個人総合（時間順位） 

各ステージのタイム（ボーナス・タイム、ペナルティー・タイムも考慮）より、個人総合順位を決定する。 

（２）団体総合（時間順位） 

出走 6 名（最少 4 名）中、各ステージのチーム上位 3 名の累計タイムにより団体総合順位を決定する。 
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（３）その他（スプリント賞、山岳賞ほか） ※各ステージ表彰を含め詳細は後日発表のテクニカルガイドに記載 

（４）賞典は下記の通り（予定） 

 第 1～第 5 ステージ（共通） 総  合 

個 人 
1～3 位にメダルを授与 

総合タイム最上位にリーダージャージ 

優勝：チャンピオンジャージ 

1～3 位：盾（中） 

団 体 1～3 位 トロフィー（小） 
優勝杯（持ち回り） 

1～3 位 盾（大） 

賞ジャージ 別途、テクニカルガイドに定める 

７ 参加料 

50,000 円/選手 1 名 ※一旦受理された参加料は、理由の如何を問わず返金されない。 

８ 参加申込  

（１）申込方法 

    所定の様式に必要事項を記入し下記まで申し込むこと。 

（２）申込先 

   〒860-0073 熊本市西区島 2-37-1 熊本市立千原台高等学校内 

（一社）熊本県自転車競技連盟 「ツアー･オブ･九州 事務局」 宛 

データ送付先 info@kumamoto-cf.jp 

    ※ 送信の際は、必ずチーム名/代表者氏名/連絡先が分かるようにすること。 

（３）参加料振込先 

銀行名：Pay Pay 銀行  支店名：すずめ支店（店番号 002）  

口座種類：普通      口座番号：5069756 

口座名義：熊本県自転車競技連盟（クマモトケンジテンシヤキヨウギレンメイ） 

    ※チームでまとめて送金すること。 

（４）申込締切 

2021 年８月 31 日（水）※参加申込、参加料ともに必着 

（５）連絡先 

   e-mail  info@kumamoto-cf.jp   TEL：070-1943-4166  FAX：096-300-3321 

９ 費用措置 

（１）監督 1 名、スタッフ 1 名、選手 6 名分の 4 泊分宿泊費及び交通費（主催者規定）を支給する。 

（２）上記以外で帯同するスタッフの宿泊費については実費を請求、その際の宿舎も主催者が指定する。 

１０ 連絡事項 

（１）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、本大会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。 

（２）参加者は 2021 年有効のライセンスを受付時に提示すること。 

     ※ライセンス不携帯の際は、参加料相当をペナルティとして徴収する。 

（３）参加選手は健康保険証を持参すること。 

（４）参加者は各自でスポーツ安全協会等の保険に加入すること。 

（５）大会期間中の疾病・傷病については当事者の責任となる。また、競技中の傷病には、応急処置は行なうが、病院

等での治療は初診よりチーム、当事者の負担とする。 

（６）駐車場については、所定のスペースを利用すること。 

（７）大会期間中に関わらず、コースの試走については各ステージの取り決めに従い、交通規則を遵守すること。 

mailto:info@kumamoto-cf.jp
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（８）各ステージ毎の大会本部は、後日発表のテクニカルガイドに記載する。 

（９）損傷のないＪＣＦ公認ヘルメットの使用を義務付ける。公認シールのないものや劣化しているヘルメットの使用は認

めない。 

（10）競技者はチーム毎に統一したジャージを着用すること。また、表彰式等セレモニーでの服装は，競技規則第 26 章

による。チームウエア以外でのセレモニー参加は規則違反となる。 

（11）フィニッシュ後、上位 20 名程度に対してバイクチェックを行う。その他についても抽出検査を行う。 

（12）ギア比制限は、JCF競技規則を厳守（ジュニアギア）すること。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。 

（13）タイムトライアル専用自転車の、ディスクホイール、ハンドルバーエクステンション等、タイムトライアル系機材の使用は不

可とする。全ステージ同仕様の自転車で出走すること。 

（14）ゼッケン(ナンバーカード)、ナンバープレート、計測チップを使用する。 ※受付、返却については、大会本部前で行う。  

（15）コミュニケ（スタートリスト、リザルト含む）等の連絡事項は、（一社）熊本県自転車競技連盟公式 HP 内の特設

サイト、速報については公式 Twitter にて配信する。また、紙媒体でのコミュニケは本部前に掲示する。 

（16）社会的事件、交通事情、天候急変及び感染症拡大等により、レースを中止または途中で打ち切ることもある。 

（17）監督、コーチ、参加選手は、印鑑を必ず持参すること。 

（18）チーム関係の宿泊は配宿方式とする。 

（19）コロナ感染防止のため随時出される指示に忠実に従うこと。守れない場合は出走の許可を取り消す。 

（20）各地域での消費活動を推奨するが、コロナ感染防止等への寄与及び住民感情等を考慮し、大人数、長時間滞

在、大声、派手なふるまい等にならないよう十分な注意を求める。 

（21）他詳細については、テクニカルガイドを参照のこと。 

（22）その他事項については、競技運営委員長（コミッセールパネル）の判断による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ver.2021-0807-3 

大会日程 

2021 年 9 月 17 日（金） 

受付・諸会議 HSR 九州（熊本県・大津町） 

11:30 12:30 役員ミーティング HSR 九州 管理棟２F 研修室 

12:30 13:30 受付（ライセンスコントロール） HSR 九州 管理棟２F 研修室 

13:30 14:30 マネージャーミーティング HSR 九州 管理棟２F 研修室 

第 1 ステージ HSR 九州サーキットコース（熊本県・大津町） 

14:30 15:20 出走サイン・バイクチェック パドック 

15:20  開会セレモニー スタート地点/コース 

15:30 17:30 競技（サーキットレース） 80.5km（2.3km/35 周） 

18:00  役員ミーティング  

 

2021 年 9 月 18 日（土） 

第２ステージ HSR 九州サーキットコース（熊本県・大津町） 

06:00  役員ミーティング  

06:30 7:20 出走サイン・バイクチェック  

07:30  8:30 競技（個人タイムトライアル） 2.3km/1 周  時差 30 秒スタート 

09:00  役員ミーティング  

 

2021 年 9 月 19 日（日） 

第３ステージ  錦江町特設コース（鹿児島県・錦江町） 

07:00  役員ミーティング  

08:00 08:50 出走サイン・バイクチェック  

09:00 11:00 競技（ロードレース） 53.0km（3.5km×12 周+11km） 

12:00  役員ミーティング  

 

2021 年 9 月 20 日（月／祝）  

第４ステージ 姶良市蒲生町特設コース（鹿児島県・姶良市） 

07:30  役員ミーティング  

08:30 09:20 出走サイン・バイクチェック  

09:30 12:30 競技（ロードレース） 108.0km（7.2km×15 周） 

13:00  役員ミーティング  

 

2021 年 9 月 21 日（火） 

第５ステージ オートポリス レーシングコース（大分県・日田市） 

06:30  役員ミーティング  

07:30 08:20 出走サイン・バイクチェック  

08:30 11:30 競技（ロードレース） 116.75km（4.67km×25 周） 

12:30  表彰式・閉会セレモニー  

13:00  役員ミーティング  

 


