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2017 年 8 月 25 日
大会総務委員長 森川 和之

１．練習時間割について
 8 月 31 日（木）～9 月 2 日(土)の練習時間は、グループ分けをして実施します。それ以外の時間帯は主催者
では競技場を借用しておりません。大会主催者としては事故等において責任を負いかねます。
 トラック競技の練習時間帯については、救護員の配置はありません。大会本部では医療行為等の必要な事故等
には対処できませんので、そのことを前提として了解した学校のみ、練習走行を認めることとします。
 スタンディングスタート練習は禁止といたしますので、決して行わないようにお願いします。
 開門時間 8 月 31 日（木）午前 7 時 30 分
9 月 1 日（金）午前 5 時 30 分
9 月 2 日（土）午前 5 時 30 分
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 8 月 30 日（水）の前日練習時間は設定しません。前日練習を行う場合、参加者の自己責任で以下の通りに
規定の料金を練習後に支払うことを条件に練習を行ってください。
支払方法 ： 松本市美鈴湖自転車競技場 管理棟事務室へ直接利用料金を支払ってください。
利用料金 ： 2 時間 200 円／人
連絡先

管理棟事務室前の券売機にて練習後精算してください。

： 松本市美鈴湖自転車競技場 管理棟

TEL：0263-46-0036
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２．美鈴湖自転車競技場案内図
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３．選手用駐車場について（テント可・大型車不可）
 案内図①については、選手用駐車場でチームピットとしてお使いいただけます。以下の通りエントリー人数（男女補
欠計）により大学別に使用できるスペースを設定します。
 エントリー人数 10 人以上は駐車枠 3 台分、2～9 人は駐車枠 2 台分、1 人は駐車枠 1 台分とする。
駐車枠 3 台
駐車枠 2 台
駐車枠 1 台

順天堂大学、早稲田大学、日本体育大学、朝日大学、⿅屋体育大学、中央大学
日本大学、法政大学、明治大学、明星大学、京都産業大学
八戸学院大学、東北学院大学、作新学院大学、慶應義塾大学、立教大学
東海大学、新潟大学、中京大学、立命館大学、大阪経済大学、大阪産業大学
関西大学、富士大学、東京大学、東洋大学、山梨学院大学、信州大学、同志社大学
筑波大学、駒澤大学、北陸大学、大阪⼯業大学

※この与えられたスペースには、テント設営、車両（普通車のみ、大型車不可）駐車のどちらでも使用可能です。
※テント設営をする場合には、急な突風などでテントが飛ばないよう十分注意の上設営してください。
※その他の車両に就いては競技場下の②役員・一般用駐車場（大型車可・テント不可）に駐車してください。
※各校譲り合って使用ください。与えられたスペース以上使用している場合はペナルティーを課します。
※夜間に自動車・自転車・機材などを置くことは任意としますが、大会主催者及び競技場施設側は紛失・破損・
盗難など一切責任は負いませんので、自己責任でお願いします。また、夜間にテントを設置したままにする場合
は、テントに学校名を明記し、風でとばないように重しなどを設置してください。風対策が不十分な場合、撤去を
命じることがあります。
４．役員・一般用駐車場（大型車可・テント不可）
案内図②は選手駐車場（大型車可）としても利用できます。大型車を駐車される場合は 8 月 30 日までに下
記に連絡をください。尚、ドクターヘリの緊急発着陸場所になる可能性があり、迅速な車両移動等を可能にするた
め、テント設営などチームブースとしての使用はできません。
大会総務委員長 森川和之 k-morikawa@kamipa.co.jp
５．その他駐車について
案内図③は身障者専用です。また、緊急車両も駐車いたしますのでそれ以外は駐車できません。
案内図④は来賓・役員・緊急車両用ですので、選手・一般車両は駐車できません。
競技場周辺の道路の路肩は救急車両の通行の妨げになりますので駐車はご遠慮ください。
６．競技場インフィールド内について
 走路への入退場は選手入退場地下通路（案内図⑤）のみといたします。尚、この通路には原則、物は置かない
でください。地下通路内のローラー台設置、ローラー練習などは禁止しますが、雨天時には下記の要領で許可する
ことがありますので、案内に従ってください。
 雨天時に限り、地下通路にローラーのみの設置を認めます。認める場合は大会本部より案内を行いますので、勝
手な判断で設置しないようにしてください。設置の場合は、インフィールドに向かって左側のみとします。スペースが限
られますので、一校で独占せず、譲り合って設置してください。この場合、ローラー以外のものは置けません。
 競技場インフィールドの壁に沿ってローラーの設置を認めます。但し、ホーム・バックにある次走選手控テント（案内
図⑭⑮）の中は設置できません。また地下通路を出た付近はバイクインスペクション・招集・コミュニケボード（案内
図⑥⑯）の場所となりますのでここにもローラーは設置出来ません。また、審判執務上必要がある場合には移動し
てもらうことがあります。
 インフィールド内にはチームテントの設置は出来ません。
 インフィールド内側はウオーミングアップエリアとなります。ここを走る場合は必ずヘルメット着用といたします。
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７．レース出場選手の大会運営への協力義務について
 次の走者は、前のレースの終了時点までに、次走選手控テントで待機して下さい。
 本件に関しての放送・アナウンスは行いませんので、レースの進捗には充分注意をして下さい。尚、他の選手と同時
にスタート位置に付けない場合、その選手のスタートを認めないことがあります。
 また、出走の 15 分前までに必ずバイクチェックを済ませて下さい。15 分を過ぎても未了の場合はレースから除外す
ることがあります。
８ ゴミ投棄厳禁の徹底
 ゴミは、各校で必ず責任を持って持ち帰ってください。会場内でゴミの置き捨てが発覚した場合には、3,000 円/件
のペナルティーを科します。
９. 開会式および部旗等の持参について
 開会式はインフィールドにて 12 時より行います。開会式ではプラカードを主催者で用意しますので、プラカードの後方
に 11 時 55 分までに整列してください。
 部旗を持っている大学は、各校で大会事務局まで持参してください。校歌の CD（又はテープ）もご用意ください。
（表彰式に使用します）
 前年度の総合優勝校（男女とも⿅屋体育大学）は、優勝杯と優勝旗(男子のみ)を忘れずに持参してください。
10. 監督会議について
 トラック競技は 8/31（木）11 時 00 分より美鈴湖自転車競技場の管理棟内で行います。
 ロード競技は 9/2（土）18 時 00 分より大町市美麻支所にて行ないます。
大町市美麻支所
〒399-9101 長野県大町市美麻青具 11810
 各校の監督または代理の代表者が必ず出席してください。正当な理由なく監督会議を欠席した学校の監督に対し
ては、警告を与え、リザルトに記載いたします。
11．閉会式について
 閉会式は天候にかかわらず大町市美麻支所（ロード監督会議と同場所）にて 15 時 30 分（予定）より行いま
す。会場はスペースに限りがあるため各校詰めて譲り合い入場し、出来るだけ学校単位で固まりください。特に整列
は行いません。
12．自転車の保管について
 トラック競技期間中タンデム自転車のみ管理棟内に保管スペースを設けます。（案内図⑩）但し、紛失・故障・盗
難など主催者、競技場施設側は一切責任を負いません。

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/

第 73 回 全日本大学対抗選手権自転車競技大会
2017 年 8 月 31 日（木）～ ９月 3 日（日）

トラック競技：松本市美鈴湖自転車競技場 (周長 333.33m) 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 大町市
運営協力：長野県自転車競技連盟
後 援：スポーツ庁
松本市
一般財団法人松本体育協会
一般社団法人松本観光コンベンション協会
大町市教育委員会
大町市観光協会
大町市体育協会
大町美麻ロードレース大会実行委員会
美麻地域づくり会議
協 賛： (公財)JKA
(公社)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 セイコータイムシステム株式会社
WIN AND WIN CO.,LTD.(WIAWIS)
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 株式会社長澤設備⼯業 ⿅島槍スポーツヴィレッジ 北安醸造株式会社
JA大北
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 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
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13. 観戦者向け情報
 本大会では、観客向けに迅速な情報提供を行なうため、競技速報 Twitter にて競技結果を随時配信しておりま
す。また、本連盟ホームページ内で、リザルト（競技結果）を配信します。応援に来られる OB やご家族、友人の
皆様にお知らせください。
 Tiwitter アドレス： https://twitter.com/jicf_jimukyoku
 ホームページ URL ： http://jicf.info/
 JICF よりのお知らせメニューの「文部科学大臣杯 第 73 回 全日本大学対抗選手権自転車競
技大会の結果」でリザルトを掲載します。
 会場内での同時接続者が多数の場合、インターネットがつながりにくくなる場合があります。地下通路入り
口付近にもリザルトを掲示しますので、そちらもご参照ください。


緊急連絡先：学連携帯（080-4176-2369）
以上

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/

