
2day MEN / WOMEN

2day MEN

2day MEN / WOMEN

1day 男女混走

1day 男女混走

1day

1day MEN / WOMEN

1day 男女混走

¥11,500

¥13,500

¥9,500

¥11,500

・Q1 クラス 

・Q2 クラス

・Q3 クラス

・Qビギナークラス

・Qミステリークラス

・Qチーム対抗戦

・Qサーフィンクラス

・Qサーフィンビギナークラス

エントリー費

◆Q1 MEN・WOMEN　/　Q2 MEN　/　Q3 MEN・WOMEN

　　　( 6/1・2 分の傷害保険と昼食が含まれます )

◆Q ビギナー　/　Qミステリー　/　Qサーフィン・サーフィンビギナー

　　　( 6/2分の傷害保険と昼食が含まれます ）

表彰 各クラス    1位    2位    3位

適応規則

公認大会ではありませんがJWBAのOSSを適用します。

※全てのクラス： 9wakeオフィシャルステッカーを必ず貼り付けて下さい。

※全てのクラス：JWBA公式登録用品以外での参加は出来ません。

( 2018 JWBA オフィシャルサポートサプライヤー参照 )

入場無料・閲覧無料

競技方法 エキスプレッションセッション

競技艇 super air nautique 210

開催クラス

大会名称 2019  九州ウェイクボード   サーキット   第１戦   筑後川cup

主催 筑後川wakeboard cup 実行委員会　代表　津村　康介

主管 九州ウェイクボード協会

開催日 2019 / 6 /1 (土) ～ 6 / 2 (日)

開催地 福岡県久留米市 筑後川 ユメタウン裏河川敷

協力

78 sparky's・y-style

K's GARAGE / NiceTime Wakeboard & Trampoline / natural-wakeboard / AlphaStance / SGact.2

ラグーナ / Ibiza Shop / Gosso wakeboard camp  / AMERICAN HOUSE-501 / RISE / カワグチ

協賛予定 switchpark  その他

一般公開

各チームより３名予定 【 Q1, Q2, Q3 より各１名 (男女不問)  】

※アマチュア中学生以下の2dayクラス     エントリー費 ￥9,500

※チーム対抗戦は \1,000/１名　３名予定で合計　\3,000/チームを予定しています。

参加定員 予定定員    80名

エントリー

4月27日(土)～５月10日(金)  定員になり次第締め切ります。

※他地区の方も通常エントリー出来ます。

レイトエントリー受付       5月11日〜17日　※レイトエントリーは必ず受け付ける訳でありません。

レイトエントリー振込       5月17日まで　　※大会の運営上、レイトエントリーを行わない場合があります。

※下記大会規約を読んで頂いてエントリーをお願いします

(エントリーフォーム最後に大会規約同意のチェック欄が有ります）

※アマチュア中学生以下の1dayクラス     エントリー費 ￥7,500

　・レイトエントリー

　・通常エントリー　

　・レイトエントリー

　・通常エントリー　

※クラス詳細・・・下記参照



※以前の9wakeクラス

プロ・元プロ・スーパー 程度

スーパー・ゴールド 程度

アドバンス・シルバー・ブロンズ 程度

フリー

ビギナー

ウェイクサーフィン

ウェイクサーフィン

 
プロ・元プロ・スーパー 程度

アドバンス・シルバー・ブロンズ 程度

フリー

ビギナー

ウェイクサーフィン

ウェイクサーフィン

2 day

2 day

※いかなる場合においてもエントリー費の返還請求はいたしません。

① 9wakeホームページよりエントリーフォーム送信をお願いします。

② エントリー費を5月10日迄に下記口座へエントリー個人名でお振り込み下さい。

　※エントリー完了後のキャンセルは致しかねます。

エントリー方法

　※チーム対抗戦のエントリー費は、代表の方が個人のエントリー費に合算してお振込み下さい。

　※期日までに振り込みの無い場合はキャンセルになります。

　・代表の方がQ1クラスの場合： ￥11,500 (通常エントリー費)  + \3,000 (チーム) = 合計 \14,500

初級（男女混走）

中級〜上級

初心者：２wakeｽﾄﾚｰﾄｴｱまで（男女混走）

フリーセッション

中級〜初級：無制限

最上級〜上級：無制限

Qサーフィンビギナークラス

Qサーフィンクラス

Qウェイクビギナークラス

1 day

1 day

1 day

2 day

1 day

1 day

1 day

1 day

2 day

2 day

初心者：２wakeｽﾄﾚｰﾄｴｱまで（男女混走）

初級（男女混走）

中級〜上級

フリーセッション

初級〜中級　：無制限

中級〜上級　：無制限

上級〜最上級：無制限Q1 クラス

福岡銀行   花畑支店   (普) 1009477

筑後川 wakeboard cup 実行委員会   代表  津村　康介

※注意事項※

　河川敷は公園化されていますのでBBQ等の火の使用を禁止とさせて頂きます。

　お湯を沸かす程度は大丈夫です。

　大会開催現場の駐車場にはテント等搬入の為に各チーム１台のみ乗り入れ可能です。

　（途中での車の出し入れはしないで下さい）

　筑後川wakeboard cup 実行委員会

　担当    ツムラ 　

振込口座

Qサーフィンビギナークラス

Qサーフィンクラス

Qウェイクビギナークラス

Qミステリークラス

Q3 クラス

Q2 クラス

Qミステリークラス

Q3 クラス

Q1 クラス

※クラス詳細

※大会規約

私はこの大会に参加するにあたり、大会実施要項・ルール・マナーを尊守し、

競技参加の元で管理し、損傷やその他の事故による損害等、主催者及び大会関係者各位には

損害等の賠償や請求等の行為を一切しない事を誓います。

又、競技大会中に関する肖像権等の権利は全て主催者及び9WAKEに有ります。

　大会終了時に駐車場から出られる場合は大変渋滞しますので左折で出て迂回される様ご協力下さい。

　大変申し訳有りませんが宜しくお願いします。

駐車場

　連絡先　：080-3376-8777  　　　mail　：78sparkys@gmail.com

【問い合わせ】

　ご不明な点、質問等ありましたらお気軽に問い合わせ下さい。

 ◆ゆめタウンの駐車場には車を止めないで下さい。 苦情が出て大会の開催ができなくなります。

MEN

Women

1 day


