
第 71 回 全日本大学対抗選手権自転車競技大会 
2015 年 8 月 27 日（木）～8 月 30 日（日）   

トラック競技：松本市美鈴湖自転車競技場 (周長 333m)  ロード競技： 長野県大町市美麻地区 公道周回コース 1 周 12.6km 

            主 催：日本学生自転車競技連盟 / 共催：(公財)日本自転車競技連盟 / 運営協力：長野県自転車競技連盟  

       協 賛：(公財)JKA   （公財）日本自転車競技会  (社)全国競輪施行者協議会  （一社）日本競輪選手会    
          株式会社パールイズミ       ブリヂストンサイクル株式会社           セイコータイムシステム株式会社 
       マルコメ株式会社  医療法⼈社団厚⽣会横澤内科医院  株式会社コモ  株式会社相模組  株式会社⻑澤設備⼯業 

       サンアルピナ⿅島槍スキー場   JA⼤北   北安醸造株式会社   株式会社市野屋商店   株式会社薄井商店 
       合弁会社横川商店   株式会社トーエル   セブンイレブン⼤町上橋店   株式会社こうそく   有限会社フィッテ 
       有限会社リペアオート美⿇    株式会社倉品組    株式会社高橋組      有限会社丸中興業    有限会社伊藤組 

       アルプスあづみの公園管理センター     北陸コカ・コーラボトリング株式会社       株式会社甲信マツダ 

 

  
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/ 
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