
第 71回 全日本大学対抗選手権自転車競技大会 
2015 年 8月 27 日（木）～8月 30 日（日）   

トラック競技：松本市美鈴湖自転車競技場 (周長 333m)  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 / 運営協力：長野県自転車競技連盟  

         協 賛：(公財)JKA   （公財）日本自転車競技会  (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  ブリヂストンサイクル株式会社  セイコータイムシステム株式会社  株式会社日直商会 
            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  サンアルピナ鹿島槍スキー場  
                           JA大北    北安醸造株式会社   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      アルプスあづみの公園管理センター     北陸コカ・コーラボトリング株式会社 

	  
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/ 

Communique-3 
2015 年 8 月 17 日 

大会総務委員長 白石規哲 
練習時間割について 

l 8 月 27 日（木）～8 月 29 日(土)の練習は、以下のグループ分けに従って実施してください。
練習時間帯については、救護員の配置はありません。主催者では医療行為等の必要な事故等に
は対処しない事をあらかじめ了解の上練習を行って下さい。 

 
 Group A Group B Group C Group D Tandem 

8/27 (木) 
9:00 - 9:30 9:30 - 10:00 10:00 - 10:30 10:30 - 11:00 11:00 - 11:30 

開門 8:00 
8/28 (金) 

6:00 - 6:20 6:20 - 6:40 6:40 - 7:00 7:00 - 7:20 7:20 - 7:40 
開門 5:30 
8/29 (土) 

6:40 - 7:00 7:00 - 7:20 6:00 - 6:20 6:20 - 6:40 7:20 - 7:40 
開門 5:30 

 
 

 

 
 
l 前日の 8月 26 日（水）に練習時間の設定はありません。 
前日（又はそれ以前）に練習を行う場合、必ず参加者各自で競技場使用申請を行ってください。 
（2 時間以内 200 円／1人） 
Ø 申請方法 ： 個人利用／総合体育館及び美鈴湖自転車競技場の窓口に申請 
詳細については、松本市ホームページを参照ください。 
https://www.city.matsumoto.nagano.jp/sisetu/sports/sonota/misuzuko-jitensha.html 
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Communique-4-1 
2015 年 8 月 17 日 

大会総務委員長 白石規哲 
1.監督会議 

l トラック競技の監督会議は 8/27（木）11 時 00 分より美鈴湖自転車競技場管理棟で行います。 
l ロード競技の監督会議は 8/29（土）18 時 00 分より大町市美麻支所にて行います。 

参加校の監督又は代表者が必ず出席してください。 
（大町市美麻支所住所：〒399-9101 長野県大町市美麻青具 11810-イ） 
 

2.トラック競技時のチーム駐車場及びテントエリアについて（会場案内図①） 
 美鈴湖自転車競技場の駐車場については以下の通りトラック競技参加校のスペースを設定します。 
l 参加選手が 10 名以上の参加校（日体、鹿屋、順大、日大、明治、法政、中央、東海、朝日、早

稲田）については駐車枠３台分、それ以外の参加校については駐車枠２台分を使用可能とします。 
  この与えられたスペースには、テント設営、車両（普通車）駐車どちらでも使用可能です。 
  ※テント設営をする場合には、急な突風等でテントが飛ばないよう十分注意の上設営して下さい。 
l 与えられたスペース以上に使用していることを発見し次第ペナルティーを課します。 
  ※限られたスペースですので譲り合いの精神でお願いします。 
l その他の車両については競技場下の大駐車場に駐車して下さい。（会場案内図②） 

尚、大型車の駐車を希望する際には事前に事務局に連絡願います。 
 
3.美鈴湖自転車競技場での注意事項  
l 大会期間中、走路及びインフィールドへの出入りは地下通路（会場案内図⑤）からのみとしま

す。走路を横切っての選手・チーム関係者の出入りは禁止します。 
l 地下通路でのローラー練習や荷物を置くことは禁止します。 
l インフィールド内へのテント設営は、競技運営上支障をきたすため原則禁止とします。 

（高さ 90 センチ以下のテントについては認める場合があります。） 
l 大会期間中、管理棟内（自転車保管庫内）に女子更衣室を設置します。（会場案内図⑪） 
 
4.自転車の保管について 
l 大会期間中、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。（会場案内図⑩） 

但し、紛失・故障・盗難等について 主催者・施設側は一切責任を負いません。 
l 他の自転車については、保管をすることはできません。 
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Communique-4-2 
（続き） 

5.レース出場選手の協力義務について 
l 参加者は、前のレースの終了時までに、スタート地点付近にて待機してください。 

放送・アナウンスは行いませんので、プログラムと進行状況に注意するようにして下さい。 
他の選手と同時にスタート位置に付けない選手は、当該レースから除外します。 

l レース 15 分前までに必ず、受付・検車を受けて下さい。15 分前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。 
 

6.ゴミ投棄厳禁の徹底 
l ゴミは、参加者の責任で持ち帰ってください。会場内へのゴミの投棄が発覚した場合には、3,000

円/件のペナルティーを課します。 
l ロード競技においては、指定された区間においてのみ、ボトル，食料，包装紙等を道路上に落

とすことができます。コース上の危険を取り除くため、周辺のチーム役員は、他のチームの選
手が落としたものであっても回収に協力してください。 

l 競技中に、上記区間外でのボトル，食料，包装紙などを、廃棄した競技者には、3000 円/件の 
  ペナルティーを課します。 
 
7. 開会式、旗・校歌について 
l 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整列してください。 
l 表彰式に使用しますので、部旗・校歌のデータ（ＣＤ・テープなど）を大会事務局まで持参し

てください。 
l 前年度の総合優勝校は、前大会で授与された優勝杯と優勝旗(男子のみ)を持参してください。 
 
8.観戦者向け情報 

l 本大会では、観客向けに迅速な情報提供を行なうため、特設ホームページを準備し、リザルト
（競技結果）を随時試合中に配信します。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。 
Ø 特設ホームページ URL ： http://jicf.sakura.ne.jp/joho/ihome  

 
9.大会本部連絡先学連事務局携帯  
l 080-4159-2712 

 
 

以 上 
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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/ 

Communique-５ 
2015 年 8 月 17 日 

大会総務委員長 白石規哲 
 

l 会場案内図 

 


