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一般社団法人熊本県自転車競技連盟 

一般社団法人熊本県自転車競技連盟 

一般社団法人九州自転車競技連盟 

公益財団法人日本自転車競技連盟 

公益財団法人全国高等学校体育連盟自転車競技専門部 

株式会社クレーマージャパン 

株式会社岩井商会 

有限会社 VTJ 

オートポリス 

 

 

 

＜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 

 

 



１ 会 場 

1-1 所在地 〒877-0312 大分県日田市上津江町上野田 1112-8 

1-2 大会本部 オートポリス コントロールタワー前特設テント 

1-3 競技コース オートポリス国際レーシングコース（フルコース 4.674km/ショートコース 3.022km） 

 

２ 日 程 

   2021 年 11 月 27 日（土） 

時間 NO イベント 備考 

07:00  ゲートオープン・大会本部開設 メインゲート・管理棟前パドック 

08:00  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 

08:30～08:55  試走  

09:00～10:25 1 女子 アンダー17（WU17） 距離：37.36km（4.67km×8 周） 

2 女子 ジュニア（WJ） 距離：37.36km（4.67km×8 周） 

3 女子 アンダー23（WU23） 距離：37.36km（4.67km×8 周） 

4 女子 エリート（WE） 距離：37.36km（4.67km×8 周） 

5 女子 マスターズ（WM） 距離：37.36km（4.67km×8 周） 

10:30～12:25 6 男子 アンダー17（MU17） 距離：70.05km（4.67km×15 周） 

7 男子 ジュニア（MJ） 距離：70.05km（4.67km×15 周） 

00:00～12:55  ＜休憩＞  

13:00～14:15 8 男子 マスターズ（MM） 距離：37.36km（4.67km×8 周） 

14:20～16:15 9 男子 アンダー23（MU23） 距離：70.05km（4.67km×15 周） 

10 男子 エリート（ME） 距離：70.05km（4.67km×15 周） 

 

2021 年 11 月 28 日（日） 

時間 NO イベント 備考 

06:30  ゲートオープン・大会本部開設 メインゲート・管理棟前パドック 

07:30  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 

08:00～08:25  試走  

08:30～08:55 11 キッズ 1（C5-1） 9.06km（3.02km×3 周） 

12 キッズ 2（C5-2） 6.04km（3.02km×2 周） 

13 キッズ 3（C5-3） 3.02km（3.02km×1 周） 

09:00～09:55 14 ビギナー（C4） 18.68km（4.67km×4 周） 

15 チャレンジ（C3） 23.35km（4.67km×5 周） 

10:00～11:05 16 エキスパート（C2） 28.02km（4.67km×6 周） 

11:10～12:20 17 チャンピオン（C1） 37.36km（4.67km×8 周） 

14:00  大会本部閉鎖   

※カテゴリー毎のエントリーが 30 名未満の場合、他のカテゴリーと混走となる場合がある。 

※ライセンスコントロール（受付）は、全カテゴリーの出場 60 分前までとする。 

   ※キッズ（C5-1、２、３）はショートコースにて実施 

 

 

 



３ 競技規則・実施カテゴリー  

3-1 (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。  

3-2 JCF 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 MM 1991 年以前生まれ 37.36km 100 名 

男子 エリート ME 1998 年以前生まれ 70.05km 100 名 

男子 アンダー23 MU23 1999 年～2002 年生まれ 70.05km 100 名 

男子 ジュニア MJ 2003 年・2004 年生まれ 70.05km 100 名 

男子 アンダー17 MU17 2005 年・2006 年生まれ 70.05km 100 名 

女子 マスターズ WM 1991 年以前生まれ 37.36km 50 名 

女子 エリート WE 1998 年以前生まれ 37.36km 50 名 

女子 アンダー23 WU23 1999 年～2002 年生まれ 37.36km 50 名 

女子 ジュニア WJ 2003 年・2004 年生まれ 37.36km 50 名 

女子 アンダー17 WU17 2005 年・2006 年生まれ 37.36km 50 名 

※ユース（アンダー15、アンダー13）は実施しない。 

3-3 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 C1 
健康な男女 

中学生以上 

未登録カテゴリーの参加経験参照  

37.36km 100 名 

エキスパート C2 28.02km 100 名 

チャレンジ C3 23.35km 100 名 

ビギナー C4 18.68km 100 名 

キッズ１ C5-1 小学 5,6 年生の者 9.06km 50 名 

キッズ２ C5-2 小学 3,4 年生の者 6.04km 50 名 

キッズ３ C5-3 小学 1,2 年生の者 3.02km 50 名 

 

４ 参加資格  

4-1 登録者カテゴリー 

   2021 年(公財)日本自転車競技連盟競技者登録が完了した者、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）提示できない際は、臨時登録者扱いとする。 

4-2 臨時競技者登録者（今大会のみ有効） 

4-3 未登録者カテゴリー 

カテゴリー 参加経験 

チャンピオン レースの出場経験が豊富で、入賞経験ある、または入賞を目指す者  

エキスパート レースの出場経験はあるが、入賞経験がない、レース経験が浅い者 

チャレンジ レースの出場経験が少ない者 

ビギナー レース初心者  

キッズ１ 健康状態に問題のない小学 5,6 年生男女 

キッズ２ 健康状態に問題のない小学 3,4 年生男女 

キッズ３ 健康状態に問題のない小学 1,2 年生男女 

4-4 下記に限り、ダブルエントリーを認める。 

11/28 未登録者カテゴリーへの参加者 → 11/27 登録者カテゴリーへのエントリー 

11/27 登録者カテゴリー参加者 → 11/28 チャンピオンカテゴリー（のみ）へのエントリー 



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。 

 

６ 参加申込  

6-1 申込方法 

 スポーツエントリー 及び、（一社）熊本県自転車競技連盟公式ホームページ 申込フォーム 

6-2 申込期間 

  2021 年 10 月 1 日 (金)～11 月 12 日（金）24:00（受付終了） 

     ※申込締切後の記載事項（チーム名など）の変更は受付ない。 

6-3 申込締切後の特例 

締切後、出場枠に余裕がある場合に限り、参加料の 50%付与を条件に追加で申込を受付ける。 

希望する者は、11/22（月）までに熊本 CF 宛にメールで問合せること。 

 

７ 参加料  

カテゴリー 区分 参加料 

JCF 登録競技者 
男女 

共通 

5,000 円 

JCF 未登録者 6,000 円（臨時登録料 1,000 円含む） 

キッズ１・２・３ 3,000 円 

7-1 ダブルエントリー（チャンピオン）を除き、未登録カテゴリーに JCF 登録競技者は出場できない。 

7-2 臨時登録者の参加料は、臨時競技者登録料（1,000 円）を含む。 

7-3 ダブルエントリーした際は、それぞれ参加料を納入すること。 

7-4 締切日までの変更は、熊本 CF 宛にメールで連絡すること。 

 

８ キャンセルポリシー 

8-1 申込締切以降、自己都合によるキャンセルについては返金しない。 

8-2 災害（感染症含む）等、やむをえない事由により、主催者が中止の判断をした際は、準備に係る経

費を差し引いた額を返金する。 

 

９ 大会特別規則・連絡事項 

9-1 締切以降のコミュニケ（startlist、result 含む）については、連盟公式 HP、SNS で配信する。 

大会当日は、コントロールタワー前のホワイトボードにも掲示する。紙媒体での配布は行わない。 

9-2 詳細については、締切後に更新される「大会テクニカルガイド」を参照のこと。 

 

10 連絡先 

 一般社団法人熊本県自転車競技連盟 事務局 

e-mail info@kumamoto-cf.jp   携帯 070-1943-4166 

 

mailto:info@kumamoto-cf.jp

