第 51 回 全日本学生自転車競技トラック新人戦・東日本大会
2015 年 10 月 4 日（日） 山梨県笛吹市境川町 境川自転車競技場 （周長 400ｍ）
主催： 日本学生自転車競技連盟 ／ 共催： 公益財団法人 日本自転車競技連盟 ／ 運営協力：山梨県自転車競技連盟
協賛： 公益財団法人 JKA
公益社団法人全国競輪施行者協議会
一般社団法人日本競輪選手会
株式会社パールイズミ
ブリヂストンサイクル株式会社 （順不同）

Communiqué No.1
2015 年 9 月 21 日
大会総務委員長 井上 武夫
1. 大会時呈について
No.

開始時刻

区分

番組

6:00

開門

6:30

練習時間（Group A）

6:50

練習時間（Group B）

7:10

練習時間（Group C）

7:35

ROUND

役員集合打ち合わせ
練習終了、会場設営

1

8:00

2

8:30

男子

スプリント

予選（13 名）

3

8:55

男子

4km インディヴィデュアル・パーシュート

予選（18 組 36 名）

4

11:00

女子

3km インディヴィデュアル・パーシュート

予選（2 組 4 名）

5

11:15

男子

ケイリン（各組上位 3 名は決勝へ）

予選（2 組 14 名）

6

11:30

男子

スプリント

1/4 決勝（1 本勝負）

7

11:45

男子

ポイントレース（各組上位名は決勝へ）

予選 10km（2 組 37 名）

12:25

女子

昼食

12:45

男子

スプリント

1/2 決勝（1）

9

男子

スプリント

1/2 決勝（2）

10

男子

スプリント

1/2 決勝（3）

8

開会式

会場設営（500m 電子計時テープ貼り）
11

13:05

女子

500m タイムトライアル

決勝（2 名）

12

13:10

男子

1km タイムトライアル

決勝（20 組 39 名）

13

14:25

男子

4km インディヴィデュアル・パーシュート

3-4 位決定戦

男子

4km インディヴィデュアル・パーシュート

決勝

女子

3km インディヴィデュアル・パーシュート

3-4 位決定戦

女子

3km インディヴィデュアル・パーシュート

決勝
決勝 24km（16 名）

14
15

14:40

16
17

14:55

男子

ポイントレース

18

15:35

男子

ケイリン

決勝

19

15:45

男子

スプリント

3-4 位決定戦（1）

20

女子

スプリント

決勝（1）

21

男子

スプリント

決勝（1）

22

男子

スプリント

5-8 位決定戦

23

男子

スプリント

3-4 位決定戦（2）

24

女子

スプリント

決勝（2）

25

男子

スプリント

決勝（2）

26

男子

スプリント

3-4 位決定戦（3）

27

女子

スプリント

決勝（3）

28

男子

スプリント

決勝（3）

競技終了
16:15

表彰式・閉会式
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Communiqué No.2
2015 年 9 月 21 日
大会総務委員長 井上 武夫
2. 練習時間割について


10/4（日）の競技場の開門時間は 6:00 です。大会当日の練習時間は、グループに分けて実施します。



練習時間は以下の通りです。この時間帯に救護員は配置しておらず、落車など、医療行為が必要な事故の対処はい
たしかねますので、そのことを了承した学校のみ練習を認めるものとします。



Group A （6：30～6:50） 48 名

Group B （6:50～7:10） 47 名

Group C （7:10～7:30） 49 名

富士大、東北学院大、順天堂大

東京大、日本大、法政大

明治大、明星大、立教大

慶応義塾大、駒沢大、中央大

信州大、東洋大

早稲田大、東海大、日本体育大

10 月 3 日（土）に練習を行う場合は、とくに本連盟は関知いたしませんので、練習を行う場合は直接事務所に連絡
をし、所定の使用料を支払ってください。


連絡先 ： 境川自転車競技場 055-266-4485



利用料金など、詳細の利用法はこちら（やまなしスポーツ情報ネット）を参照してください。

3. レース出走者の大会運営への協力義務について


本大会は昨年よりも大幅に選手数が増え（特に 4kmIP、1kmTT）、日没のリスクを避けるため試合をより円滑にす
すめる必要があります。出走する選手は以下の事項にご協力ください。


次の走者は、前のレースの終了時点までに選手待機所で待機してください。



本件に関しての放送・アナウンスは行いませんのでレースの進捗には十分に注意してください。なお、他の選手と同
時にスタート位置につけない場合はスタートを認めない場合があります。



出走の 15 分前までに必ずバイクチェックを済ませてください。15 分を過ぎても未了の場合はスタートを認めない場
合があります。


ポイントレースの場合、インフィールドに持ち込む台車についてもバイクチェックが必要です。

4. ゴミ投棄厳禁の徹底


ごみは各学校で持ち帰ってください。会場でのごみの投棄が発覚した場合、3,000 円/件のペナルティーを科します。

5. 参加校受付について


参加校受付は、競技当日 7:15～7:45 に、インフィールド出入口手前で行います。

6. インフィールドへの出入りおよびフィールド内について


競技中、インフィールドで声を出して応援することは認められません。

7. フィールド周辺でのテント設営について


過去に、強風時に走路内にテントが入り込み競技の妨げになるケースがありました。テント設営の際には、走路内に入り
込まないようにしっかりと固定してください。

8. 駐車スペースについて


駐車スペースに限りがあるので、各チームの車両については、節度をもった利用をお願いいたします。


駐車場内でのトラブルについては当方は責任を負いかねますので、当事者間で解決してください。
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Communiqué No.3
2015 年 9 月 21 日
大会審判長 倉田 達樹
１．女子スプリントについて
女子スプリントについては、エントリー人数が 2 名のみであったため、決勝戦のみ実施します。
２．男子ポイントレースの専用ゼッケン使用とフレーム・プレート取付けについて
大会受付時に配布するゼッケンとは別に、ポイントレースでは、専用ゼッケン（プログラムのポイントレース頁に記載のゼッケ
ン番号）を使用します。予選，決勝の各レース招集時に配布しますので、各レース参加選手は、間違い無いように付け
るようにして下さい。また、フレーム・プレートを配布するので、フレーム前方左側にテープ等で取り付けて下さい。

３．タイム計測種目の計時について
本大会では、タイム計測種目の計時に電子計時を使用します。各自出走順になりましたら、速やかに各自のペダル位置
を合わせて、発走担当の役員へ自転車を渡して下さい。また、ウォーミングアップ，クールダウンの走行は、内側の練習用
走路のみとします。

４．レース出場選手の協力義務について
次の走者は、前のレース終了までには、スタート地点付近にて待機するようにして下さい。著しく遅れた選手，他の選手と
同時にスタート位置に付けない選手は、レースから除外します。

５．フィールド内への立入り人数について
タイム系種目でフィールド内より指示を与えられるのは、１チーム１名のみとしますので、役員の指示に従って下さい。但し、
競走系種目においては、代輪・代車を持ち込む等の、立入り人員の増員を認めます。
走路の見通しを確保するため、フィールド内での待機中は座る様にして下さい。

６．招集・バイクチェックについて
招集は全種目の最初のラウンドのみで行い、この招集はチーム員等代理の者でも可とします。バイクチェックは全ての種
目の全てのラウンドで行います。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)で参集下さい。
バイクチェック後にポジションの変更、トラック外への自転車の持ち出しは認められません。

７．ゼッケンの付け方について
ゼッケンを付ける際の安全ピン、フレーム・プレート(ポイントレース)
をつける際の結束バンド等の資材は、各自で用意してください。
ゼッケンの各種目における取付位置は右図の通りとします。乗
車した姿勢で、出来るだけシワがよらない様に装着して下さい。
※ボディーナンバー、フレーム・プレートの紛失又は、大会終了時に返却
できない場合、1 枚 1,000 円のペナルティーを課します。

28

1km,500m タイムトライアル，
パーシュート競技

左記以外のすべての種目
（200mTT を含む）

８．その他の注意事項等
①トラック上にいる間は、競技者は常に自転車をしっかりとコントロール下におき、ハンドル(あるいは延長部)上に少なくとも片
手を置いていなければならない。これに違反した競技者には警告を与える。(JCF 規則 第 63 条 1 項)
②空気抵抗を減じるなど競技者能力に影響をあたえるため、または競技者の身体を強制するため(圧迫、引張、支持)の、
付加的な衣類または物は禁じる。(JCF 規則 第 8 条 6 項)
③原則としてコミッセールパネルの決定が最終であり、異議申立てをする事はできない。(JCF 規則 第 38 条)
※緊急連絡先：学連携帯（080-4176-2369）
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