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Communique-7-1
2015 年 8 月 2２日
トラック競技チーフコミッセール 近嵐 智加良

トラック競技注意事項
1. トラック チーム役員登録書および正選手届
 監督会議終了時に、「トラック チーム役員登録書」をセクレタリーへ提出すること。
 番組開始 1 時間前までに、団体種目（4km チームパーシュート／チームスプリント）は「出走選手届」
を、個人種目の補欠起用は、
「補欠選手起用届」をセクレタリーへ提出すること。
2. 召集
 召集は全種目の最初のラウンドのみで行う。この招集はチーム員等代理の者でも可とする。バイクチェ
ックはすべての種目のすべてのラウンドで行う。選手本人が走る姿（ユニフォーム・ゼッケン・ヘルメ
ット着用、自転車持参）で参集のこと。バイクチェック後のポジション変更は認められない。
3. パーシュートまたはタイムトライアル種目
 スタートしてそれが正しく行われたと認められたなら、コーチとして１名だけがそこに留まることがで
きるが、軽率な応援身振りなどは一切認められない。
4. スプリント
 1/8 決勝，1/4 決勝は、1 回戦制で行う。
5. タンデム・スプリント
 予選は、5 周を周回する内の最後の１周(333m)を計時する。また、対戦に入ってからも、5 周回で行う。
 1/4 決勝、5-8 位決定予選、7-8 位決定戦、5-6 位決定戦は、1 回戦制で行う。
6. ケイリン
 1/2 決勝から各組上位 3 名が決勝へ、下位 3 名は 7～12 位決定戦に進出できる。
7. ポイントレース
 男子ポイントレース：距離 40km（120 周回）で行う。
 女子ポイントレース：距離 20km（60 周回）で行う。
 男女共通：専用のボディーナンバーを着用して行う。
8. 表彰式
 チームユニフォーム着用の事。 サングラス・帽子の着用、サンダル履きは禁止。
9. ゼッケンについて
 トラック用のゼッケンとロード用のゼッケンとでは
番号が違うので注意。
 トラック競技最終日にトラック用のゼッケンは必ず
返却すること。

※ チーム役員登録書は、ホームページよりダウンロードできます。
http://jicf.info/164/
※ 以下の書式は、下記リンクよりダウンロードできます。
出走選手届（Excel 形式） / 補欠選手起用届（Excel 形式）
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1km,500m タイムトライアル，
パーシュート競技

緊急連絡先：学連携帯（080-4176-2369）

レースの結果はホームページでも公開しています。

http://jicf.info/

左記以外のすべての種目
（200mTT を含む）
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2015 年 8 月 2２日
ロード競技チーフコミッセール 倉田達樹

ロード競技注意事項
1. ロード チーム役員登録書 ロード監督会議終了時に、チーム役員登録書を提出すること。
2. サイン・バイクチェック サイン・バイクチェックは、スタートラインの近傍に於いて、女子 7:10～7:30、

男子 9:15～9:45 に行います。必ず走る姿(ユニフォーム・ヘルメット着用、自転車持参)で参集下さい。

3. スタート 下りの一定区間まではパレード走行とし、審判車からの合図により正式スタートとなります。
パレード中は隊列を整えて走行し、無理な追い越し等は避けて下さい。

4. 飲食料補給 男子：4 周回目完了直前(スタート後約 50Km)から 13 周回目完了直前(スタート後約

164Km)、女子：3 周回目完了直前（スタート後約 38Km)から 4 周回目完了直前(スタート後約 50Km) 迄、
フィニッシュ地点手前の指定補給区間にて左側からのみ認めます。補給区間の開始・終了地点は当日現場
にて表示します。補給区間に立ち入ることができるのは、チーム役員リストに記載され、かつ ID カード
を着用した者に限ります。(ID カード発給は下記人数)
・選手１～４名⇒２名、選手５～６名⇒３名、選手７～８名⇒４名
・男女共にエントリーしているチームは、男女何れかの選手数の多い方の補給スタッフ人数を上限とする。

5. ゴミ投棄 補給区間の前後においてチーム役員が拾う場合のみ、空ボトル・包装物等を地面に落とすこと
ができます。それ以外の場所におけるゴミのポイ捨てには１回 3,000 円のペナルティーを科します。

6. 共通器材車 ニュートラルサーヴィスは、四輪車２台+二輪車１台で行います。共通器材車用のホイール

を主催者で用意していますが、各校で用意した車輪を共通器材車に載せることを希望する場合は、状況に
より他の競技者により使用されることがあり得ること、車輪が供出者本人に必ずしも渡ることは保証され
ないことを了承のうえ、チーム名を明記してスタート３０分前までに、大会本部まで持参して下さい。

7. チームによる器材の交換 事前に登録したチーム役員のみにより、補給ゾーン手前に指定のピットエリア

内でのみ器材交換を認めます。なお器材の交換は安全のため、道路の左側に寄って停車して行って下さい。

8. 制限時間 原則としてフィニッシュ地点において先頭から１０分遅れの選手は失格としますが、レース途
中においては、先頭からの遅れが 10 分未満であっても、コミッセールが 10 分以内で完走不可能と判断
した選手は失格とします。失格となった選手は、安全な場所で一旦停止してゼッケンを自分で外し、自力
で戻ることを原則とします(コース逆走は不可)。フレームプレートはレース終了まで外さないで下さい。
自ら途中棄権した競技者は、必ずフィニッシュ地点の審判員に棄権したことを
申告して下さい。

9. 表彰式 帽子，ヘアバンド，サングラス着用，サンダル履きは認められません。
10. ゼッケン ゼッケン，フレームプレートは大会終了後に、各校分をまとめて
大会本部まで返却して下さい。ゼッケン，フレームプレートの紛失、または
大会終了日に返却できなかった者にはペナルティーを課します。

※ チーム役員登録書は、ホームページよりダウンロードできます。http://jicf.info/164/
緊急連絡先：学連携帯（080-4176-2369）

レースの結果はホームページでも公開しています。

http://jicf.info/

