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⽉ ⽇ 曜 ⽇ ⼤  会  名  等 区分 種別 当番校・主管 副当番校 東学⽣委員 ⻄学⽣委員 会  場  等
学連主催選⼿権⼤会等

全⽇本学⽣ロードレース・カップ・シリーズ
全⽇本学⽣トラックレース・シリーズ

後援・代表派遣⼤会、会議等

平成30（2018）年度
4 7-8 ⼟・⽇ 全⽇本学⽣TRS第１戦 主催 トラック 強化普及委員会 東海 中京 静岡県：⽇本ＣＳＣ  250m屋内トラック
4 14 ⼟ 第1回理事会・２０１８年度⼤会要項等説明会 会議 東京都渋⾕区
4 21-22 ⼟･⽇ 全⽇本学⽣RCS第1戦 第12回菜の花飯⼭ラウンド(クリテリウム) 主催 ロード 実⾏委員会 ⾸都・新潟 京都 ⻑野県飯⼭市
4 28 ⼟ 第20回 全⽇本学⽣選⼿権クリテリウム⼤会 主催 ロード ⻄⽇本 滋賀県東近江市ふれあい公園

競技規則・⼤会要項説明会,3級審判講習会（⻄⽇本） 主催 会議 ⻄⽇本
5 4 ⾦・祝 マディソン⾛⾏講習会・記録会 主催 トラック 強化普及委員会 ⻑野県松本市・美鈴湖⾃転⾞競技場
5 5 ⼟ モデルサイクリスト・警視庁キャンペーン 協⼒ 街頭 東京都・銀座
5 5-6 ⼟・⽇ 第58回 東⽇本学⽣選⼿権トラック⾃転⾞競技⼤会 主催 トラック 東京・順天堂 慶應・日体 明星・山梨学院 ⻑野県松本市・美鈴湖⾃転⾞競技場
5 5-6 ⼟・⽇ 第38回 ⻄⽇本学⽣選⼿権トラック⾃転⾞競技⼤会 主催 トラック ⻄⽇本
5 19 ⼟ 全⽇本学⽣TRS第2戦 主催 トラック 強化普及委員会 静岡県：⽇本ＣＳＣ  250m屋内トラック
5 19-20 ⼟・⽇ 全⽇本学⽣RCS第2戦 第20回修善寺オープンロード+⼥⼦オープンロード 主催 ロード 早稲田 東京・順天堂 高崎経済 大阪産業 静岡県：⽇本ＣＳＣ 5kmサーキット
5 26-27 ⼟･⽇ 全⽇本学⽣RCS第3戦 京都美⼭ラウンド（⼟：クラス３ TT, ⽇：クラス１＋２ロード） 主催 ロード ⻄⽇本 京都府南丹市美⼭町
6 2 ⼟ 第57回 全⽇本学⽣選⼿権 チーム・ロード・タイムトライアル⼤会 主催 ロード 法政 明治・朝⽇ 京都産業 埼⽟県加須市・⽻⽣市 利根川河川敷
6 3 ⽇ 全⽇本学⽣選⼿権 第30回全⽇本学⽣個⼈ロードTT⾃転⾞競技⼤会 主催 ロード 法政 明治・朝⽇ 京都産業 埼⽟県加須市・⽻⽣市 利根川河川敷
6 10 ⽇ 第34回 全⽇本学⽣選⼿権個⼈ロードレース⼤会 主催 ロード 明治・朝⽇ 早稲田 駒澤 静岡県：⽇本ＣＳＣ 5kmサーキット
6 16 ⼟ 第1回評議員会/第２回理事会 会議 未定
6 30-7/1 ⼟･⽇ 第59回 全⽇本学⽣選⼿権トラック⾃転⾞競技⼤会 主催 トラック 中央・東学・⿅屋 法政 富⼠ 福島県 泉崎国際サイクルスタジアム
7 14-15 ⼟･⽇ JICF INTERNATIONAL TRACK CUP＆第２回全⽇本学⽣選⼿権オムニアム⼤会 主催 トラック ⽴教 ⽇本 筑波 ⻑野県：松本市美鈴湖⾃転⾞競技場
7 16 祝 全⽇本学⽣TRS第３戦 主催 トラック 東洋 ⼤阪府⽴・関⻄ ⻑野県：松本市美鈴湖⾃転⾞競技場
7 21 ⼟ チームアテンダント講習会 主催 会議 審判委員会 東京地区・未定
7 28-29 ⼟･⽇ 全⽇本学⽣RCS第4戦・第13回 ⽩⾺クリテリウムラウンド 主催 ロード 神奈川⼯科・成蹊 ⼤阪 ⻑野県・⽩⾺町特設サーキット
7 31-8/4 世界⼤学選⼿権 派遣 ？ FISU スペイン・プラガ
8 ⻄⽇本⼤学対抗⾃転⾞競技⼤会 後援 T ⼤阪府・岸和⽥競輪場
8 17-19 ⾦〜⽇ ⽂部科学⼤⾂杯 第74回 全⽇本⼤学対抗選⼿権⾃転⾞競技⼤会 主催 トラック ⽇本 中央・東学・⿅屋 岡⼭ 静岡県：⽇本ＣＳＣ  250m屋内トラック
8 19 ⽇ 第3回理事会 会議 静岡県：⽇本ＣＳＣ
9 2 ⽇ ⽂部科学⼤⾂杯 第74回 全⽇本⼤学対抗選⼿権⾃転⾞競技⼤会 主催 ロード ⽇本 中央・東学・⿅屋 ⻑野県：⼤町美⿇地区
9 6-21 欧州遠征事業 派遣 ロード 欧州(ベルギー＆オランダ)
9 9 ⽇ 全⽇本学⽣RCS第5戦・⼭形村ヒルクライムラウンド  主催 ロード 審判委員会 信州 関⻄学院 ⻑野県⼭形村
9 17 祝 主催 ロード ⻄⽇本 京都府⽊津川市
9 24 ⽉・祝 全⽇本学⽣RCS第7戦 （仮称）袋井クリテリウムランド 主催 ロード 静岡県袋井市 エコパ

10 27 ⼟ 全⽇本学⽣RCS第8戦・⼤島三原⼭ヒルクライムラウンド 主催 ロード 審判委員会 東京都・⼤島町
10 28 ⽇ 第55回 全⽇本学⽣⾃転⾞競技トラック新⼈戦・⻄⽇本⼤会 主催 トラック ⻄⽇本
10 28 ⽇ 第55回 全⽇本学⽣⾃転⾞競技トラック新⼈戦・東⽇本⼤会 主催 トラック 慶應＋⽇体⼤ 立教 山梨学院 ⼭梨県・境川⾃転⾞競技場

東京六⼤学対抗⾃転⾞競技⼤会 後援 トラック 千葉競輪場
11 18 ⽇ 全⽇本学⽣RCS第9戦・浮城のまち⾏⽥クリテリウムラウンド 主催 ロード 審判委員会 学習院 埼⽟県⾏⽥市・運動公園前
11 17 ⼟ 第4回理事会・研修会 会議 東京渋⾕・岸記念体育会館
12 2 ⽇ 全⽇本学⽣TRS第４戦 主催 トラック 強化普及委員会 静岡県：⽇本ＣＳＣ  250m屋内トラック
12 ⽇ 全⽇本学⽣RCS第10戦・埼⽟ステージレース第１ラウンド 主催 ロード 審判委員会 ⼀橋・防衛 埼⽟県・幸⼿⼯業団地内（予定）

2019年
1 19 ⼟ 第5回理事会 会議 東京地区
1 20 ⽇ 全⽇本学⽣TRS第５戦 主催 トラック 強化普及委員会 関⻄・京都 静岡県：⽇本ＣＳＣ  250m屋内トラック
1 ⽇ 審判講習会 会議 審判委員会 東京地区・未定
2 ⽇ 全⽇本学⽣RCS第11戦・埼⽟ステージレース第２ラウンド 主催 ロード 審判委員会 東京⼯業・流通経済 ⿓⾕ 埼⽟県・川島町（予定）
3 欧州/オーストラリア合宿派遣事業（仮称） 派遣 強化普及委員会
3 2 ⼟ 第6回理事会 会議 東京地区
3 2 ⼟ 第2回評議員会 会議 東京地区
3 9 ⼟ ⼤学⾃転⾞フォーラム・⼤会要項説明会 会議 東京地区
3 10 ⽇ 全⽇本学⽣RCS最終戦・第13回明治神宮外苑⼤学クリテリウム 主催 ロード ⽴教・慶應・⽇体・早稲⽥・東京・順天堂・明治・法政・中央・⽇本 東京都・明治神宮外苑
3 チームアテンダント講習会 会議 審判委員会 東京地区・未定

※⽇程表に記載された⽇程・開催場所等は予定であり、変更となる場合があります。
※「主催」と表⽰のあるものが本連盟主催事業です。開催地・⽇程は事情により変更となる可能性があります。
※後援・共催事業・本連盟推薦出場者のある⼤会、本連盟登記選⼿の参加可能性の⾼い他連盟主催⼤会を段違い・細字で参考表⽰してあります。⽇程・開催地は変更になることもありますので、主催者にご確認ください。

凡例：RCS:ロードレースカップ・シリーズ、TRS:トラックレースシリーズ、 ⽇本学⽣⾃転⾞競技連盟

全⽇本学⽣RCS第6戦 けいはんなサイクルロードレース


