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共  催： 臨臨海副都⼼心まちづくり協議会  
後  援： 東京都 江東区  （公財）⽇日本⾃自転⾞車車競技連盟 
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Comunique No1 

２０１５年年 7 ⽉月１７⽇日 

タイムテーブル 

 ２５⽇日（⼟土）   参加資格 

０６：３０ 設営スタッフ集合   

０８：００ ⽴立立哨員集合   

０８：３０ 監督会議・練習開始   

０９：００ クラス３ A,B,C 組  ８周 １１．６ｋｍ 学連クラス３  
最⼤大１２０名 

１０：２０ クラス２ A,B 組 １２周 １７．４ｋｍ 学連クラス２ 
最⼤大１００名 

１１：３０ 湾岸クリテリウム・ 
ｷｯｽﾞｽﾎﾟｰﾂ/ｷｯｽﾞﾛｰﾄﾞ/ｼﾞｭﾆｱ 

  

１３：３０ ⼥女女⼦子 １０周 １４．５ｋｍ 学連⼥女女⼦子 

１４：００ クラス１ オープン １６周 ２４．０ｋｍ 学連クラス１＋JBCF E1 
最⼤大６０名 
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参加者の皆様へ 注意事項 

 

 
 
●隣隣接駐⾞車車場は３名以上のチームのみ各チーム１台。それ以外は各チームにて周辺
駐⾞車車場をご利利⽤用ください。  
・隣隣接駐⾞車車場は６時３０分⼊入庫開始予定、指定チームのみ対象 
・駐⾞車車票は⼊入⼝口で発給します。会場隣隣接の駐⾞車車場をご利利⽤用ください。 
・駐⾞車車場内でのテント張り、ローラー台やピクニックシート張りなど、他のお客様の駐⾞車車の妨げに
なる⾏行行為はご遠慮ください。 
・駐⾞車車場内での⾃自転⾞車車でのウォーミングアップは、安全上、ご遠慮願います。 
●周辺道路路への路路上駐⾞車車は絶対にしないでください。 
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指定駐⾞車車場は１６番です。２台⽬目以降降は他の駐⾞車車場をご利利⽤用ください。 

湾岸サイクルフェスティバル 駐車場案内図

湾岸サイクルフェスティバル関係者駐車場は⑯の１区画となります。
場内は係り員の指示に従ってご通行ください。
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テントはテントエリア(コース内側の⼤大会本部付近芝⽣生エリア)、１チーム１コマ（幅
約２m） 
・１チーム１コマ（幅約２ｍ、奥⾏行行き約３ｍ）を３名以上参加チームに割り当てる予定です。 
・テントエリア以外にはテント等を張らないで下さい。 
 

会場への⾏行行き帰り・周辺での⾛走⾏行行時には交通ルール遵守と安全確保を 
・会場まで⾃自転⾞車車でお⾒見見えの⽅方、イベント中に⾃自転⾞車車で周辺道路路を⾛走られる⽅方は、交通ルールを遵守し安全
確保に⼗十分な注意を払って下さい。皆様が気持ちよくイベントの時間を過ごされることを願っております。
歩⾏行行者と⾃自転⾞車車が混在する歩道上等での⾛走⾏行行時には歩⾏行行者と同等速度度以下で⾛走⾏行行し、安全に⼗十分注意してく
ださい。コース内側のイベント会場内への⾃自転⾞車車持ち込みはご遠慮ください。 
 

スタート１時間前までに受付でゼッケンを受け取ってください。ゼッケン取付⽤用の
安全ピン、フレーム番号取付⽤用の結束バンドを各⾃自ご持参ください。 
・ゼッケンをジャージに取り付ける安全ピン、フレーム番号を取り付ける結束バンド等は⼤大会本部では⽤用意
しておりません。各⾃自ご⽤用意・ご持参お願いします。 
・クリテリムはゼッケン２枚とフレーム番号、タイムトライアルではゼッケン１枚を使⽤用します。 
・フレームプレートがフレーム全部に取り付けられず、シートピラーに取り付ける場合は、脚部で隠れない
よう⼗十分突き出した位置に取り付けられるような⾦金金具等を取り付けて下さい。 
 

１５分前までにスタート地点でバイクチェック＆出⾛走サイン 

・競技規則に適合した⾃自転⾞車車で参加してください。 
・クリテリウムでは⼀一般道路路を⾛走⾏行行可能な装備で参加してください。ベル、後⽅方反射テープ（または反射板）
も必須ですのでご注意ください。 
・クリテリウムでは、競技規則に適合した⾞車車輪輪のみが使⽤用可能です。所謂ディープリム、ディスクホイール
を使⽤用される⽅方はご注意下さい。 
 

⼗十分な熱中症対策のうえご参加ください。ゴミは各⾃自お持ち帰り下さい 
上記注意事項のほか、⼤大会要項等をご熟読いただき、円滑滑な⼤大会運営にご協⼒力力くださいませ。 
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⼤大会当⽇日のお問い合わせ先：⼤大会本部携帯電話 ０８０−４１７６−２３６９ 
 

 

誓  約  書 
⽇日本学⽣生⾃自転⾞車車競技連盟 
会⻑⾧長  村岡 功 殿 
 
下記⼤大会参加にあたり、当チームの選⼿手・監督・コーチ・メカニック・その他すべての⾃自チーム員が以下のことを確
認し、順守すること誓います。 
 
１ UCI（国際⾃自転⾞車車競技連合）・JCF（⽇日本⾃自転⾞車車競技連盟）規則を順守し、誠実かつスポーツマン精神に則りフェ

アーな態度度で⾃自転⾞車車競技に参加すること。（UCI 規則 1.1.004，JCF 規則第５条 2.（４）） 
２ ⼤大会（競技中のみならず式典・公式練習等の付帯⾏行行事を含む）における参加者の肖像権は本連盟に帰属すること。

（JCF 規則第５条 2.（９）準⽤用） 
３ 規則に規定される仕事と責任に加えて，チーム監督は，スポーツ活動と競技者のチーム内の⾃自転⾞車車スポーツ実践

における社会的･⼈人的条件の管理理について責任がある．（UCI規則1.1.078） 
４ チーム監督は絶えず組織的に，可能なときはいつでも，社会的･⼈人的条件を改善する努⼒力力をしなければならない．

そしてチームの競技者の健康と安全を守らなければならない．（UCI規則1.1.079 ） 
５ チーム監督は，チームに所属する者あるいはいかなる役⽬目であってもそのために働く者により規則が順守される

ことを保証しなければならない． 
 彼は他の者の模範とならなければならない．（UCI規則1.1.080） 
６ すべてのライセンス保持者はレースのない時でも常にきちんとした服装をし，あらゆる場合において礼儀正しい

ふるまいをしなければならない．  
 すべてのライセンス保持者は，おどしや，侮辱や，下品なふるまいや，他の⼈人を危険な状態におとしいれたりし

てはならない．⾔言葉葉，⾝身振りや書いたものなどで他のライセンス保持者や役員やスポンサーや連盟，UCIおよび
⾃自転⾞車車競技全般の名誉や評判を傷つけてはならない.批評の権利利は,穏健に，⼗十分な動機があり筋の通った⽅方法での
み⾏行行使できる. （UCI規則1.2.079） 

７ 競技者はスポーツマンとしてあたえられた機会を守らなければならない． 
 競技者間の利利害に関し，いかなる共謀や偽りや誹謗は禁⽌止する．（UCI規則1.2.081） 
８ 競技者は最⼤大限の注意を払って⾏行行動しなければならない．競技者が原因で発⽣生した事故に関しては⾃自分で責任を

負わなければならない． 
 競技者は開催国における法律律を順守しなければならない．（UCI規則1.2.082） 
  

記 
  期  間  ２０１５年年７⽉月２５⽇日  
  ⼤大会名称  ２０１５年年全⽇日本学⽣生ロードレース・カップ・シリーズ第５戦 湾岸サイクルフェスティバル 
                                     湾岸クリテリウム２０１５ 
  会  場  東京都江東区⻘青海１丁⽬目 東京都シンボルプロムナード公園特設周回コース 

 
２０１５  年年 ７ ⽉月  ⽇日 

チーム 名                             
 
チーム監督・代表者⽒氏名（⾃自署）                  
住  所                       携帯電話番号                            
署名者ライセンス番号：               （下記の該当するライセンス種類に○印のこと） 
（⽇日本体育協会上級コーチ・⽇日本体育協会コーチ・⽇日本体育協会指導員・JCF チームアテンダント・JCF 審判員・JCF 競技者） 
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Comunique No２ 

⽴立立哨員・競技役員の皆様へ 注意事項 
集合時刻： ７時３０分  解散予定時刻：１６時頃予定 
 
集合場所：クリテリウムのスタート・フィニッシュ地点 
（予め指名された競技役員の皆様は６：３０集合でお願いします） 
 
参加者・関係者駐⾞車車⾞車車場は６時３０分開⾨門予定 
・予め器材輸送をお願いした⽅方以外の駐⾞車車場は⽤用意がありません。電⾞車車・⾃自転⾞車車等で来場ください。 
 
服装・装備は、⼗十分な服装・装備は熱中症対策のうえご参集ください 
・服装は、 今年年は⽀支給品はありません。 
  上は⽩白のシャツを着⽤用してきてください。 
  （ワイシャツ、ポロシャツともに可） 
  下は特に制限しませんが⾒見見苦しくないもの（短パン可、但しダラッとしていないもの） 
  靴はサンダル不不可 
  帽⼦子は学連帽⼦子を⽀支給予定、すでに持っている⼈人は持ってきて下さい。  
・⻑⾧長時間、炎天下での執務が予想されるため、 
 ⽇日傘、⽔水筒、折りたたみ椅⼦子をお持ちになることを推奨します。 
・ホイッスル、筆記具、⽇日焼け⽌止め、等は各⾃自にてご⽤用意のうえご参集下さい。 
・配布されたIDカードを着⽤用してください。IDカードは使⽤用後、ケースのみ返却してください。 
  
⼀一般観戦者安全優先、対応・⾔言葉葉遣いは丁寧に 
⼀一般の観戦者・歩⾏行行者と、レース⾛走⾏行行中・練習中の選⼿手との接触事故が無いよう、先導オートバイ通過後か
ら最終オートバイ通過時までの間は、⾛走路路を横断する⼈人がないようにしてください。 
（オートバイの⾛走⾏行行⽅方法は、レース途中で替わる可能性があります） 
⼀一般の⼊入園者・歩⾏行行者に対しては、命令令調ではなく、御願い調の⾔言葉葉遣いを使⽤用してください。 
例例えば、 
「まもなく⾃自転⾞車車レースが通過します、しばらく横断お待ち下さい」 
「最終⾛走者通過までもうしばらくお待ち下さい」 
「どうぞ横断してください。ご協⼒力力ありがとうございました」 
 
事故後の安全措置 
万が⼀一、事故が起きてしまった場合、 
１ 事故現場に後ろから選⼿手が追突しないよう、ホイッスルで告知 
２ ゾーンマネージャーに無線または⼤大声で連絡 
３ 頭部・頸部損傷可能性ある場合、むやみに選⼿手を動かさない 
４ 選⼿手集団後⽅方にいる審判・ドクターと協⼒力力して収容 
 
姿勢・⾏行行動はピシッと  
・多くの観客やTVがあなたを注視しています。 
・執務中の携帯電話、ミュージック・プレーヤーのご利利⽤用はご遠慮ください。 
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Comunique No３ 

２０１５年年７⽉月１８⽇日 

チーフコミッセール 
 
１．ゼッケンの取り付けについて 
⼤大会受付時に配布するゼッケンの取り付けは下記のとおりとします。レース参加選⼿手は、間違いの無い

ように付けてください。（取り付けるための⾦金金具等は各⾃自で⽤用意してください。） 
また、フレーム番号を配布するので、フレーム前⽅方右側にテープ等で取り付けて下さい。 
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5cm以上 

82 82 

5cm離す 


