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名	 称	 第 51 回全日本学生自転車競技トラック新人戦・西日本大会	 

主	 催	 日本学生自転車競技連盟	 

共	 催	 （財）日本自転車競技連盟	 

主	 管	 西日本学生自転車競技連盟	 

協	 力	 滋賀県自転車競技連盟	 

開催地	 滋賀県大津市	 旧大津びわこ競輪場(５００ｍ)	 

期	 日	 2015 年 10 月４日（日）	 

開	 門	 	 	 	 	 	 	 	 ７：００	 	 	 	 	 	 	 

大会役員集合	 	 	 	 	 ７：３０	 	 	 

選手受付	 	 	 ７：３０～８：００	 

練習時間	 	 	 	 	 ７；４５～８：３０	 

役員打ち合わせ	 	 ８：００～	 

監督会議	 	 	 ８：３０	 

開会式	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ８：４５	 

競技開始	 	 	 	 	 	 	 	 	 ９：００～	 

閉会式	 	 	 	 	 １６：３０（予定）	 

大会主旨	 本大会は、当該年度の日本学生自転車競技連盟（以下、「本連盟」という）に登記した西日本

の新人学生選手による種目別優勝者を決める大会とする。	 

競技種目	 男子の部：スプリント、１ｋｍタイムトライアル、４ｋｍインディヴィデュアルパーシュート	 

ケイリン、ポイントレース	 

女子の部：スプリント、500ｍタイムトライアル、３ｋｍインディヴィデュアルパーシュート	 

参加資格	 １．2015 年度に有効な（財）日本自転車競技連盟登録競技者のうち、日本学生自転車競技連盟加盟校

の登記選手であり、その所属校の所在地が愛知県、岐阜県、富山県以西であり、且つ、日本学生自

転車競技連盟加盟登記２年目までの競技者。	 

	 	 	 	 	 ２．参加種目は 1人１種目とする。	 

参加申込	 1．参加を希望する選手は、所定の様式にて大学ごとに下記方法にて申し込むこと。	 

① 参加料の送金	 
振込先	 ゆうちょ銀行	 

店名	 	 418	 

店番	 	 418	 

口座番号	 2401541	 

加入者名	 西日本学生自転車競技連盟	 

② 参加申込書は日本学生自転車競技連盟ＨＰから所定のファイルをダウンロードし、参加申込書
を入力後、事務局メールアドレス（E-Mail:	 wjicf2011@gmail.com）にxls形式で添付し、電

子メールにて事務局に送付すること	 

③ 参加申込書と領収書の写しを添付して､事務局に郵送すること｡	 
※①参加料の送金	 ②電子メールでのファイル送付、③参加申込書と領収書の写しの事

務局への郵送の３つを完了して正式エントリーとなります。	 

送付先	 住所：〒610 ｰ 1101	 京都市西京区大枝北沓掛町４－１０－５	 	 

石井	 洋	 方	 

西日本学生自転車競技連盟事務局	 

tel:090-8384-0704	 

２．参加料は１人につき、4,000 円とする。	 

３．申込期限は 2015 年９月４日（金）必着とする。	 

４．期限を過ぎたもの、及び郵送以外の申し込みは受け付けない。	 

５．如何なる理由があろうとも参加料は返金しない。正当な理由なき欠場者には、参加料と同額のペ

ナルティーを課す。	 

選手受付	 １．参加各校は、所定の時間内に、大会本部に出場選手の（財）日本自転車競技連盟のライセンスと

ジャージを提出すること。	 

	 	 	 	 	 ２．各競技に出場する選手は、各競技出走 15 分前までに、召集場所にて召集を済ませること。	 

３．正当な理由なく前項の規定を履行できない選手は参加できない。	 



賞典・式典	 １．開会式は、時程表に従い、競技場内にて行う。	 

２．男子種目において、第３位以上の選手に賞品と賞状を授与する。	 第４位から第８位に入賞した者

に賞状を授与する（但し、ケイリンについては第４位から第６位までに賞状を授与する）。	 

３．女子種目において、第１位に賞品と賞状を授与する。第２位から第３位に入賞した者に賞状を授

与する。	 

４．表彰式、閉会式は、競技終了後、準備が整い次第、競技場内にて行う。	 

５．本年度本連盟大会参加基準（以下「参加基準」という）を満たしていない選手も参加は認める。

ただし、参加基準を満たさない場合は、表彰対象にはなるが，JICF ﾗﾝｷﾝｸﾞﾎﾟｲﾝﾄの対象とはならない。

なお、女子種目はこれによらない。	 

服	 装	 	 １．競技者の服装は、競技規則第８条、第 10 条、第 11 条による。	 

２．全種目とも、JCF 競技規則に規定される「JCF 公認シール付ヘルメット」を使用すること。	 

３．競技中は本連盟に登録してあるユニフォームを着用すること。	 

使用器材	 使用器材は最新版競技規則による。	 

事故措置	 １．競技中に発生した事故等の処置は、競技規則第６条による。主催者にて応急処置範囲の体制は準

備するが、以降の治療等は参加者の責任と費用負担にて行うこと。	 

２．JCF 競技規則第５条に定める適切かつ充分な第三者賠償保険、ならびに参加者自身の傷害保険に加

入のこと。	 

３．競技者は、健康保険証を必ず持参すること。	 

競技規則	 	 2015 年度（財）日本自転車競技連盟競技規則による他、詳細については本大会に特別規則を定め適用

する。	 

事	 務	 局	 	 西日本学生自転車競技連盟	 委員長	 木村	 友香	 

Tel:	 080-6186-4869	 	 	 E-mail:	 wjicf2011@gmail.com	 	 

	 

大会特別規則	 

第１条	 スプリント	 

１．予選結果のタイムにより上位８名が１／４決勝に進出する。決勝のみ３回戦で行う。	 

第２条	 １ｋｍ・500ｍタイムトライアル	 

１．競技者は、ホームとバックの中央線から２名による同時にスタートする。(500m は単独発走とする)	 

２．発送にはスターティングブロックを使用せず、ホルダーにより支持され、ピストルの合図により発走する。	 

第３条	 ４ｋｍ・３ｋｍインディヴィデュアルパーシュート	 

１．予選においては､追抜きがあった場合でも両者完走しタイムを計時する。予選の結果により第５～８位を

決定する。	 

２．予選タイムの１・２位により決勝を行う。また、３･４位の選手により、順位決定戦を行う。	 

３．女子はタイムレースにて順位を決定する。	 

第４条	 ポイントレース	 

１．予選 10Km、決勝 24ｋｍにて行う。	 

２．番号付きヘルメットキャップを使用する。	 

第５条	 ケイリン	 

１．出走数は６～８名とする。	 

２．先頭誘導員は､ﾓｰﾀｰｻｲｸﾙを用いないことがある｡	 

第６条	 バイク・インスペクション	 

１．出走 15 分前までに、自転車・ヘルメットを持参して招集にてバイク・インスペクションを受けること。	 

第７条	 ギア比制限	 

１．ジュニア選手のギア比の制限は行わない。	 

第８条	 その他	 

１． 全ての競技者は、日本学生自転車競技連盟「学連憲章」の趣旨に則り言動すること。	 
	 

注意：大会要項は諸事情により変更される場合があるので、JICF ウェブサイトを随時チェックすること。	 

	 

	 

普及大会要項	 

競技種目	 200ｍTT、１ｋｍTT、500ｍTT、3KmIP、４KmIP、４KmTP、チームスプリント	 

参加資格	 2015 年度に有効な、（財）日本自転車競技連盟登録競技者。なお、西日本学生自転車競技連盟登録者

は、本大会との重複種目での出場は認めない。なお、本大会に参加している場合、競技種目の時間順

序等は考慮しないので注意すること。	 

参加申込	 １．参加を希望する選手は、所定の様式にて本大会申し込みと同時に本連盟事務局まで申し込むこと。	 

２．参加料は個人種目１人 2,000 円、団体種目１チーム１種目 2,000 円とする。本大会に参加してい

る者は１種目追加につき 1,000 円とする。参加料は本大会と同時に申し込むこと。当日参加は受け

付けない。	 



３．200mTT、1kmTT は参加基準を所持しないと申請したものを優先して参加させる。	 

章典	 	 	 表彰は行わない。	 

注意事項	 １．参加者が多数になり、日没までに大会が終了しない可能性のある場合は、基準タイムを達成して

いない選手を優先する。また、複数申し込みの場合は、１種目に絞る場合もある。その際には参加

料を返金する。	 

２．本大会各種目と平行して実施するので、申し込みには注意すること。	 

３．競技参加数の制限はないが、エントリーした場合、辞退してはならない。	 

	 

	 

以上	 

	 


