
行事／事業 場　　所 主催／共催 備考

12 （日） ～ チャレンジサイクルロードレース大会 RR 広島/三原 JCF 中止

25 （土） ～ 26 （日） 西日本地区自転車競技選手権大会 TR 大分/別府 大分連盟 中止

29 （水 ） ～ 春季トラックレース大会 TR 宮崎自転車競技場 宮崎連盟

9 （土） ～ 10 （日） 東・西日本学生選手権トラック自転車競技大会 TR 東:山梨/境川
西:和歌山/和歌山

学連

24 （日） 県民ロードレース大会　・　県高校総体ロードレース競技

24 （日） 宮崎県ロードレース選手権大会

24 （日） 全日本学生選手権クリテリウム大会 RR 東京/大井ふ頭 学連

30 （土） ～ 1 （月） 県高校総体トラックレース競技 TR 宮崎自転車競技場 宮崎高体連

6 （土） 全日本学生選手権チーム・ロードタイムトライアル大会 RR

7 （日） 全日本学生選手権全日本学生個人ロードTT自転車競技大会 RR

7 （日） ～ 県民体育大会トラックレース TR 宮崎自転車競技場 宮崎連盟

11 (木) ～ 全九州自転車競技大会　トラック競技①　（開会式）　 TR

12 (金) ～ 13 （土） 全九州自転車競技大会　トラック競技② TR

14 （日） ～ 全九州自転車競技大会　ロード競技 TR

18 (木) ～ 全日本選手権自転車競技－個人ロードタイムトライアル RR

19 (金) ～ 全日本選手権自転車競技①－ロードレース　（予定　WU17・WJ・WU23・MU15・MU17・MJ　）RR

20 （土） ～ 全日本選手権自転車競技②－ロードレース  （予定　MU23・WE　） RR

21 （日） ～ 全日本選手権自転車競技②－ロードレース　（予定　ME　） RR

4 （土） ～ 5 （日） 全日本学生選手権オムニアム大会 TR ⾧野/松本 学連

11 （土） ～ 12 （日） 宮崎県選手権大会～国体選考レース～ TR 宮崎自転車競技場 宮崎連盟

17 (金) ～ 18 （土） 九州地域大会（ＴＲ） TR 福岡/久留米 福岡連盟

19 （日） 九州地域大会（RＲ） RR 熊本/五木村 熊本連盟

23 （土） ～ 24 （日） JOCジュニアオリンピックカップ①　（U17・U15)

23 （土） ～ 24 （日） 全日本選手権トラック選手権①　ジュニア・エリート

21 (金) ～ 23 (日) 全国高等学校総合体育大会　（トラック競技） TR 石川/内灘

24 （月） 全国高等学校総合体育大会　（ロード競技） RR 石川/志賀

21 (金) ～ 23 (日) 全日本大学対抗選手権　（トラック競技） TR ⾧野/松本

30 （日） ～ 全日本大学対抗選手権　（ロード競技） RR ⾧野/松本

11 （金） ～ 12 （土） 全国都道府県大会　（トラック競技） TR 三重 三重連盟/JCF

13 (日) 全国都道府県大会　（ロード競技） RR 三重 三重連盟/JCF

27 (日) ～ 29 （火） 全日本選手権自転車競技－トラックレース－ TR 伊豆ベロドローム （予定）

7 （水） ～ 10 （土） 国民体育大会自転車競技大会　（トラック競技） TR 鹿児島県/根占

11 (日) 国民体育大会自転車競技大会　（ロード競技） RR 鹿児島県/鹿屋他

11 （日） 宮崎市民体育大会　（トラック競技） TR 宮崎自転車競技場 宮崎連盟

23 （金） ～ 24 （土） 県高校新人大会①　（開会式　・　トラック競技） TR 宮崎自転車競技場

25 (日) 県高校新人大会①　（ロード競技） RR 天神ダム（予定）

24 （土） 秋季トラック大会 TR 宮崎自転車競技場

25 (日) 秋季ロードレース大会 RR 天神ダム（予定）

6 （金） ～ 7 （土） 九州高等学校自転車競技新人大会　（トラック競技） TR 福岡/久留米

8 （日） 九州高等学校自転車競技新人大会　（ロード競技） TR 福岡/久留米

1月 17 （日） 西都原エンデューロ大会 RR 宮崎/西都市 大会事項委員会 （予定）

2月 7 （日） 冬季トラック大会～オムニアム～ TR 宮崎自転車競技場 宮崎連盟

7月 23 （木） ～ 26 （日） トップ選手強化事業①

9月 19 （土） ～ 22 （火） トップ選手強化事業②

期　　日

宮崎高体連

JCF

RR 都農町／東洋タイヤテストコース 宮崎連盟

（高体連強化合宿事業）

TR 宮崎自転車競技場

宮崎連盟

九州高体連

鹿児島連盟/JCF

２０２０－２０２１年　宮崎県自転車競技連盟　行事・事業計画
更新日:2020年3月16日

全国高体連

学連

鹿児島/根占 鹿児島高体連

広島/三原 JCF

埼玉/加須市他 学連

TR

（大会行事）

⾧野/松本

4月

（予定）

宮崎高体連

9月

10月

11月

5月

6月

7月

8月



4月 12 （日） 初心者　一般・ジュニア教室　①

5月 10 （日） 初心者　一般・ジュニア教室　②

6月 21 （日） 初心者　一般・ジュニア教室　③

7月 26 （日） 初心者　一般・ジュニア教室　④

8月 30 （日） 初心者　一般・ジュニア教室　⑤

9月 22 （日） 初心者　一般・ジュニア教室　⑥

10月 18 （日） 初心者　一般・ジュニア教室　⑦

11月 29 （日） 初心者　一般・ジュニア教室　⑧

12月 20 （日） 初心者　一般・ジュニア教室　⑨

1月 24 （日） 初心者　一般・ジュニア教室　⑩

2月 14 （日） 初心者　一般・ジュニア教室　⑪

3月 14 （日） 初心者　一般・ジュニア教室　⑫

4月 11 （土） 宮崎県自転車競技連盟理事会　①

10月 23 （金） 宮崎県自転車競技連盟理事会　②

2月 7 （日） 宮崎県自転車競技連盟理事会　③

5月 13 （水） 専門委員会・監督会議　①

9月 16 （水） 専門委員会・監督会議　②

１月 13 （水） 専門委員会　③

（理事会）

武道館 宮崎連盟

（専門委員会・監督会議）

宮崎自転車競技場 宮崎高体連

（初心者一般・ジュニア事業）

TR 宮崎自転車競技場 宮崎連盟


