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ロード競技注意事項
1.

チーム役員登録証(ロード)について
ロード監督会議へ出席時に「チーム役員登録証(ロード)」を提出すること。チーム役員登録証に記載され

た者のみが、発給された補給 ID カードを着用して補給区間に入ることや、PIT エリアでの待機が 可能となります。
⇒ 用紙は 学連ホームページ http://jicf.info/8233/よりダウンロードできます。
なお「補給 ID カード」は、提出されたチーム役員登録証を確認のうえ、ロード監督会議後に発給します。
（チーム
役員登録証が未提出の場合、補給 ID カードは発給されません）
2.

補欠選手の起用について

補欠選手起用については、大会要項,出場者受付の第 6 項にある通り、基本的にロード監督会議の終了までに
「補欠選手起用届」を提出することを最終とします。
⇒ 用紙は 学連ホームページ http://jicf.info/8233/よりダウンロードできます。
その際、不出場となる正選手のゼッケン等と引き換えに、該当の補欠選手のゼッケン等を配布します。これ以降の
補欠選手起用届の提出は 正選手の病気・怪我などの理由を除き、基本的に認められません。
3.

バイクチェック・サインシート署名について
バイクチェック・サインシート署名は、スタートライン近傍に於いて、女子 7:10～7:30、男子 9:15～
9:45 に実施します。必ず走る姿(ユニフォーム,ヘルメット着用、自転車持参)で参集のこと。

4.

スタート時の整列について

以下の順でのラインアップとする。なお、出走者本人以外のスタート位置での場所取りは認めません。
① 前年度インカレ上位 10 位まで。
② クラス１
③ クラス２
5.

パレード区間／正式スタートについて
本大会は、従来とは一部コースが変更となっており (⇒学連ホームページで、地図および動画を掲載済み)、
新しいコース区間は道幅が狭くて急カーブもあるため、コース図の D 地点を過ぎる場所までパレード走行
を行います。全員が D 地点を通過後に、一旦停止して整列状態を確認してから 再度スタートしますので、
追い越し等をせずに、パレードスタート時の隊列を維持して安全に走行して下さい。
再度スタート後、安全な登り区間に入ったところで、役員からの合図により正式スタートといたします。

⇒ 新コース地図および動画は 学連ホームページ http://jicf.info/8233/参照
6.

ゴミ投棄について

補給区間においてはチーム役員が拾う場合のみ、空ボトル・包装物等を地面に落とすことができる。さらに、補給区
間の直後の指定された廃棄区間に置いて、同じく空ボトル・包装物等を地面に落とすことができる。それ以外の場
所におけるゴミのポイ捨てには１回 3,000 円のペナルティーを科します。

レースの結果はホームページでも公開しています。
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7.

飲食料補給について
男子：4 周回目完了直前(スタート後約 53Km)から 12 周回目完了直前(スタート後約 160Km)、女子：3
周回目完了直前（スタート後約 39Km)から 4 周回目完了直前(スタート後約 53Km)まで、G 地点手前の
指定補給区間において、走行方向左側からのみ認めます。(補給区間の開始・終了地点は当日現場にて表示)
補給区間に立ち入ることができるのは、
「チーム役員登録証(ロード)」に記載され、かつ補給 ID カードを
着用した者に限ります。(参加選手数により下記に示す人数分の補給 ID カードを発給します)
・選手１～４名⇒２名、選手５～６名⇒３名、選手７～８名⇒４名
・男女共にエントリーしているチームは、男女何れかの選手数の多い方の補給スタッフ人数を上限とする。

8.

共通器材車について
ニュートラルサービスは、四輪車２台+二輪車 2 台で行います。共通器材車用のホイールを主催者で用意
していますが、各校で用意した車輪を共通器材車に載せることを希望する場合は、状況により他の競技者
により使用されることがあり得ること、車輪が供出者本人に必ずしも渡ることは保証されないことを了承
のうえ、チーム名を明記してスタート３０分前までに、大会本部まで持参して下さい。

9.

チームによる器材の交換(PIT での器材交換)について

「チーム役員登録証(ロード)」で登録したチーム役員(５名まで登録可)のみにより、補給区間手前に指定した PIT
エリア内でのみ器材交換を認める。器材の交換は、安全のため左側に停車して行うこと。 指定した PIT 以外の場
所においてのチーム役員による器材交換は認めません。
10. レースの失格・除外について
原則として先頭から１０分遅れの選手は失格としますが、レース途中においては、先頭からの遅れが 10
分未満であっても、コミッセールが 10 分以内で完走不可能 と判断した選手は失格とします。
失格となった選手は、安全な場所で一旦停止してゼッケンを自分で外し、自力で戻ることを原則とします
(コース逆走は不可)。フレームプレートはレース終了まで外さないで下さい。自ら途中棄権した選手は、
必ずフィニッシュ地点の役員に棄権したことを申告して下さい。
11. ゼッケン・フレームプレートについて
ゼッケンの取付け位置は右図の通りです。乗車姿勢でシワがよらない様に腰の低い
位置に見易く装着して下さい。なおゼッケン・フレームプレートは大会終了後、各
校分をまとめて大会本部まで返却下さい。ゼッケン・フレームプレートの紛失や大
会終了日に未返却の場合は 1 枚につき 1,000 円のペナルティーを科します。
12. 映像ユニット等の取付けについて
映像ユニット等を自転車に付加して走行することは原則許可しますが、JCF 競技規
則第 16 条 3.(2)d)④ 規定を順守することを前提とします。また、映像の所有権は
本大会レース中に撮られたものは、原則、日本学生自転車競技連盟に帰属とします。
※大会緊急連絡先：学連携帯（090-2207-2369）

レースの結果はホームページでも公開しています。

以上
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