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チーフコミッセール 石井 章
１..会場のご案内
会場のご案内
駐⾞場について
駐⾞場については選手駐⾞場は
選手駐⾞場はサイクル会館駐⾞場を使⽤すること。
サイクル会館駐⾞場を使⽤すること。
競輪場の⼊⼝
競輪場の⼊⼝(鉄扉部分も含めて
鉄扉部分も含めて)には
には絶対駐⾞しない
絶対駐⾞しない。機材等はサイクル会館駐⾞場、
。機材等はサイクル会館駐⾞場、第
。機材等はサイクル会館駐⾞場、第 4 駐⾞場から搬⼊すること。
駐⾞場から搬⼊すること。

選手の⼊場⼝
2.選手の⼊場⼝
選手(監督・コーチ・マネージャー
選手 監督・コーチ・マネージャー・観客(10
監督・コーチ・マネージャー
10 時まで)も含む
も含む)は、岸和田競輪場⼊⼝の鉄扉から⼊場
は、岸和田競輪場⼊⼝の鉄扉から⼊場
は、岸和田競輪場⼊⼝の鉄扉から⼊場すること
すること。鉄扉を⼊っ
。鉄扉を⼊っ
たところに受付を設
たところに受付を設置する。
。
3.家族・応援者の⼊場について
家族・応援者の⼊場について
家族等応援者の⼊退場は、
家族等応援者の⼊退場は、10:00 までに⼊場する場合は、
までに⼊場する場合は、選手⼊り⼝から中で観戦できる
選手⼊り⼝から中で観戦できる。
選手⼊り⼝から中で観戦できる
選手⼊り⼝から中で観戦できる。10:00 以降は⼀般の
お客様と同様の
お客様と同様の正門から⼊場可能である。
正門から⼊場可能である。
4.ID カードの発⾏について
ードの発⾏について
選手・監督・コーチ・マネージャー、観客の方は、受付で ID カードを発⾏する。ID
カードを発⾏する ID カードを所持していないと検⾞場・
所持していないと検⾞場・フィール
所持していないと検⾞場・フィール
ド内には⼊れないの
ド内には⼊れないので注意すること
で注意すること。

第 54 回 全⽇本学⽣⾃転⾞競技トラック新⼈戦・⻄⽇本⼤会
平成 30 年 10 月 28 ⽇(⽇) 大阪府岸和田市 市営岸和田競輪場 (周⻑ 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/大阪府⾃転⾞競技連盟/市営岸和田競輪場
特定非営利活 法⼈ドゥールース

Comunique No.1-2
5.岸和田競輪場利⽤の注意点
検⾞場は選手待機場所として利⽤できるが備え付けの備品には触れないこと。備え付けのコンプレッサーは使⽤
できない。備え付けの備品には触れないこと。
⼥⼦選手の更⾐室・トイレについて
更⾐室：検⾞場に新設されているので利⽤ください。
トイレ：1 回⼥性⽤、２階⼥性⽤トイレを利⽤ください。

6.備え付けのローラー台は使⽤できるが、設置場所も かさないこと。
10 月 27 ⽇(土)・28 ⽇(⽇)にかけて検⾞場での⾃転⾞・機材の保管は可能であるが、管理責任は各校でお願いする。
貴重品等は各⾃で厳重に管理すること。
7.練習時間について
練習時間は下記のとおり２グループに分かれて⾏う。
10 月 28 ⽇(⽇)
7:30〜7:55 A グループ練習(朝⽇ 31 名・京都産業 7 名) 計 38 名
8:00〜8:25 B グループ練習(中京 1 名・同志社 6 名・⽴命館 6 名・阪大 3 名・大阪工業 1 名・大阪経済 8 名・
大阪産業 5 名・関大・3 名・⿅屋 3 名)計 36 名
8.種目の中止、組み合わせについて
全種目エントリーがあったため、要項に基づき競技を開催する。
ただし、以下の種目は参加者が少ない為、対戦を若⼲変更する。
1.男⼦スプリント
6 名のため、１/４決勝については１回戦で⾏う。１組、２組が不戦勝である。
１/２決勝から３回戦で⾏う。
５-８位決定戦は⼈数が少ない為、５-６位決定戦とする。
2.⼥⼦スプリント
参加者２名のため、予選の後、順位決定戦となる。３回戦で⾏う。
3.ケイリン
参加者９名のため、予選にて２名を決勝へ
敗者５名で敗者復活戦を⾏う。 上位２名を決勝へ敗者を順位決定戦へ。
決勝戦 ６名 順位決定戦３名
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選手及び関係者の皆様へ
本⼤会審判団は、
本
審判団は、安全で無事故
安全で無事故かつオンタイムで
かつオンタイムで運営することを目的としています。選手及び各⼤学の関係者
運営することを目的としています。選手及び各⼤学の関係者
運営することを目的としています。選手及び各⼤学の関係者の皆
の皆
様は迅速且つ効率的な運営にご協⼒ください。
迅速且つ効率的な運営にご協⼒ください。
9.レース出場選手の協⼒義務について
レース出場選手の協⼒義務について
次の出走者は、前
次の出走者は、前レースの終了までには、スタート地点付近にて待機する
レースの終了までには、スタート地点付近にて待機する
レースの終了までには、スタート地点付近にて待機すること。他の選手と同時にスタート
他の選手と同時にスタート
他の選手と同時にスタート位置に付けない
位置に付けない
選手は当該レースから除外される可能性
選手は当該レースから除外される可能性がある。
当該レースから除外される可能性
10.バイクチェックについて
10 バイクチェックについて
バイクチェックは選手本⼈が走る姿
バイクチェックは選手本⼈が走る姿(ユニフォーム・ゼッケン・ヘルメット着⽤・⾃転⾞持参で出走の
ユニフォーム・ゼッケン・ヘルメット着⽤・⾃転⾞持参で出走の 15 分前までに走路内検
⾞テントに参集すること
⾞テントに参集すること。バイクチェック後にポジションの変更は認められ
。バイクチェック後にポジションの変更は認められ
。バイクチェック後にポジションの変更は認められない。
(添付図付近に救護、召集、検⾞テントを設置する。
(添付図付近に救護、召集、検⾞テントを設置する。)
添付図付近に救護、召集、検⾞テントを設置する。)

11.ゼッケン位置・
11 ゼッケン位置・返却について
返却について
ゼッケンの取り付け位置は下記のとおりとする。
ゼッケンの取り付け位置は下記のとおりとする
大会終了後にバンク内の学
大会終了後にバンク内の学⽣委員に各校まとめて速やかに学⽣委員まで返却をお願いする。
にバンク内の学⽣委員に各校まとめて速やかに学⽣委員まで返却をお願いする。
ゼッケンの紛失、未返却にはペナルティーを課しますので充分に注意すること
ゼッケンの紛失、未返却にはペナルティーを課しますので充分に注意すること。
しますので充分に注意すること

12.検⾞場の清掃協⼒について
12
清掃協⼒について
フィールド内、検⾞場、駐⾞場等にペットボトル、空き缶、ごみの放置がないように、各校で持ち帰ること
フィールド内、検⾞場、駐⾞場等にペットボトル、空き缶、ごみの放置がないように、各校で 持ち帰ること。
なお、検⾞所内のゴミ箱にゴミを捨てない。各校でゴミ袋持参の上処理すること。順守出来ない場合はペナルティーを課す。
なお、検⾞所内のゴミ箱にゴミを捨てない。各校でゴミ袋持参の上処理すること。順守出来ない場合はペナルティーを課す。
13.救急病院(搬送先
13
搬送先)について
について
岸和田徳洲会病院
住所:〒596
596-0042 大阪府岸和田市加守町
大阪府岸和田市加守町 4 丁目 27 番１号 電話:072
072-445-9915
9915
URL:https://kishiwada.tokushukai.or.jp/
https://kishiwada.tokushukai.or.jp/
・場内案内 http://www.chalionkun.com/information/index.html
・交通アクセス http://chalionkun.com/access/index.html

第 54 回 全⽇本学⽣⾃転⾞競技トラック新⼈戦・⻄⽇本⼤会
平成 30 年 10 月 28 日(日) 大阪府岸和田市 市営岸和田競輪場 (周⻑ 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/大阪府⾃転⾞競技連盟/市営岸和田競輪場
特定非営利活 法⼈ドゥールース

Comunique No.1-4
平成 30 年 10 月 22 日
総務委員⻑ 北⼭ 一樹

1.競技等のスケジュールについて
全体のスケジュールを下記のとおりである。競技日程については別添の時程表を確認ください。
開門時間 10 月 28 日（日）7:00(鉄門扉)
選手受付 10 月 28 日（日）7:15〜7:45
練習時間 10 月 28 日（日）7:30〜8:30
監督会議 10 月 28 日（日）7:50〜8:00
開 会 式 10 月 28 日（日）8:30〜8:45
競技開始 10 月 28 日（日）9:00〜
以上

